
                

 

 

 

 

 

 

【2020-21 年度 地区方針】ためになる魅力あるロータリー～自分を磨き品格とクラブの魅力を高めよう〜   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

   例 会 報 告     

 開会点鐘  伊藤 稔会長  

 司  会   鹿島 義久会場監督 

 合  唱   「君が代」「奉仕の理想」 

 お客様紹介 齊藤かおり親睦活動委員 

・小川 湧三様 川崎鷺沼ロータリークラブ 

今後のプログラム予定 

 6月 プログラム名 

      第 3例会 6月 15日 理事役員退任挨拶 

 第 4例会 6月 22日 
最終例会 

全員でクラブ協議会 

出 席 報 告 市川 宏副出席委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

42 名 33 名 

9 名 

対象外 

（6） 

91.67％ 

欠 14名 

対象外 

（8） 

MU1 名 

 

85.29％ 

 

【本日の欠席者】 三木 治一会員  小林 敏伸会員   

小島 満 会員  堀一 慶明会員   大友 徹 会員 

栗原 茂昭会員  白井 正男会員  伊藤 文治会員 

志村 修司会員 

 

ニコニココーナー 佐川 陽子会場監督(補) 

小川 湧三様：お世話になります。 

伊藤 稔会長：時の経つのは早いものです。もうこの

時期かという思いで一杯です。 

長戸 隆彦幹事：理事役員の皆様、一年間お世話様

でした！ 

川口 禮敬会員：委員長各位退任挨拶一年間ご苦労

さまでした。今日 2回目のコロナワクチン

接種です。早退致します。 

渡邉 新治会員：本日もよろしくお願いします。 

稲富 正行会員：伊藤会長一年間お世話になりまし

た。入会後初新年度の一年間と私にとっ

ても記念になりました。小川先生、本日も

ご参加ありがとうございます。今後ともよ

ろしくお願いいたします。 

金子 利昭会員：今年も色々ありました。コロナで振り

回された一年です。まだまだですが負け

ずに頑張りましょう。 

島 利夫会員：各委員長様ご苦労様でした。 

細山 勝三郎会員：一年間ご苦労様でした。 

合計   9件 27,    16,000 円 

累計  424件    530,000 円 

会 長 報 告 伊藤 稔会長 

１． 川崎ロータリークラブより、創立 70 周年記念

例会書籍『ロータリーあれこれ』が届いており

ます。回覧致します。 

２． 地区より 2021-22 地区大会表彰（長寿会員）

の方に、記念品が届いております。 

対象者：伊藤 文治会員・長谷川 俊雄会

会   長    伊藤 稔 

副 会 長    井上 裕司 
幹   事    長戸 隆彦 
S  A  A    鹿島 義久 
会報委員長   栗原 茂昭 
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員・中山 武夫会員・市川 実会員・廣山 

宗一会員・川口 禮敬会員・冨岡 昭一会

員・堀一 慶明会員・白井 正男会員・志村 

修司会員・小島 満会員・朝山 秀男会員・

小泉 繁勝会員 

３． 地区より「ｗｅｂロータリアンマップ」完成・公開 

のご案内が届いております。詳細は回覧致し

ます。 

４． 国際ロータリーより、以下の 2019-20 年度ク

ラブバナーが届いております。 

〇100％ロータリー財団寄付クラブ  年次基

金・ポリオプラス基金・ロータリー財団が承認し

た補助金 ・恒久基金のいずれか（またはすべ

て）に、少なくとも 25 ドル以上を寄付して、1 ロ

ータリー年度の一人当たりの年次基金への平

均寄付額が 100 ドルに達しているクラブに贈ら

れます。 

幹 事 報 告 長戸 隆彦幹事 

１． 例会変更 

川崎宮前  6月 8日（火）  休会 

              6月 15日（火） 休会 

           6月 22日（火）  第 4週につき、例会なし 

6 月 29 日（火）  最終例会 点鐘 17：00（木曽

路宮前平店） 

川崎マリーン 6月 10日（木）通常例会→オンラ

イン例会 

         6月 17日（木）通常例会→オン 

ライン例会 

川崎北      6月 9日（水）   休会 

２． 会報受理      川崎 RC 回覧致します。 

委員長退任挨拶  

 

出席委員会            川口 禮敬委員長 

 

親睦活動委員会        長谷山 尚城委員長 

 

プログラム委員会         内藤 幸彦委員長 

 

広報公共イメージ委員会   小丸 日出夫委員長 

 

クラブ会報・記録 IT 委員会   小島 徹副委員長 

 

研修（ﾛｰﾀﾘｰ情報）委員会  小丸 日出夫委員長 

 

拡大増強委員会           小島 徹委員長 

 

ロータリー財団            叶野 聡委員長 

 

米山記念奨学委員会       上原 伸一委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容に関しては、クラブ委員会活動報告書（期末）

をご参照願います。 

 

 

 

 

 


