
                

 

 

 

 

 

 

【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   「四つのテスト」 

 お客様紹介 長谷山尚城親睦活動委員長 

 一尾 亮輔様 （株）横浜銀行 新城支店 支店長 

今後のプログラム予定  

 7月 プログラム名 

 第 2例会 7月 13日 

委員長新任挨拶他 

ガバナー公式訪問に伴うク

ラブ協議会 

       7月 20日     休 会 

出 席 報 告 市川 宏出席副委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

42 名 39 名 

3 名 

対象外 

（2） 

97.50％ 

欠 9名 

対象外 

（6） 

MU0 名 

 

91.67％ 

 

【本日の欠席者】 三木 治一会員   堀一 慶明会員    

朝倉 和信会員 

ニコニココーナー 佐川 陽子会場監督(補) 

 

 

伊藤 稔会長：今期はコロナで始まりコロナで終わる

大変な一年でしたが会員の皆様のご協力

により最終例会を迎えることができ心より

感謝申し上げます。ありがとうございまし

た。 

長戸 隆彦幹事：一年間皆様ありがとうございまし

た！ 

細山 勝三郎会員：コロナ禍の中、滞りなく例会も行

い楽しく過ごさせて頂きました。本当にご

苦労様でした。 

萩原 ひとみ会員：本日は最終例会、伊藤会長・長戸

幹事・各理事・委員長様、一年間ありがと

うございました。コロナの中、川崎中 RC

の皆の絆の繋がり新しい会員も次年度か

ら迎えられて本当に良かったです。 

伊藤 文治会員：ご無沙汰です。 

廣山 宗一会員：会長・幹事始め役員の皆様ご苦労

様でした。 

小島 満会員：お久しぶりです。ようやく 2度目のワク

チン接種が終わり、基礎疾患を持ってい

る身としては少しホッとしております。 

鹿島 義久会員：本日は最終例会、役員・事務局・会

員の皆様には会場監督委員より一年間

大変お世話になりました。 

野口 新二会員：蒸し暑い季節となりました。草木にと

っては待ち遠しい気候ですが、雑草が大

変です。 

中山 武夫会員：コロナの予防接種を無事に済ませ

ました。 

川口 禮敬会員：コロナに明け暮れた今年度は会長

始め会員の来年度もよろしくお願い致し

ます。 

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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小泉 繁勝会員：この異常なコロナ禍の年度、会長さ

ん始め役員の皆様本当にご苦労様でし

た。ありがとうございました。 

内藤 幸彦会員：細山ガバナー補佐、伊藤稔会長・長

戸幹事・理事役員の皆様、コロナ禍という

今までにない日常の状況の中、本当にご

苦労様でした。特に印象深い一年でし

た。ありがとうございます。 

片岡 英之会員：伊藤稔会長・長戸隆彦幹事一年間

ありがとうございました。 

叶野 聡会員：伊藤稔会長・長戸隆彦幹事始め理事

役員の皆様一年間お世話になりました。 

原 敏之会員：会長・幹事始め各理事・委員長の皆様

お疲れ様でした。 

長谷川 俊雄会員：一年間理事役員様、ご苦労様で

した。 

冨岡 昭一会員：本年度最終例会です。伊藤会長・長

戸幹事始め役員の皆様一年間お世話に

なりました。 

白井 正男会員：会長・幹事・役員・会員の皆様今年

度も大変お世話になりました。 

市川 実会員：伊藤会長始め理事役員の皆様一年間

ご苦労様でした。 

朝山 秀男会員：会長・幹事・理事の皆様一年間あり

がとうございました。 

小島 徹会員：一年間お世話になりました。 

渡邉 新治会員：本日もよろしくお願い致します。 

小丸 日出夫会員：今年度の会長・幹事の皆様ご苦

労様でした。私は 6/29に地区の「女性交

流会」を主宰しますのでまだ今年度は終

わっておりません。 

島 利夫会員：伊藤稔会長、コロナ禍の時本当にご苦

労様でした。 

 小林 敏伸会員：大変な年の役員の方々ご苦労さま

でした。 

 貝田 充会員：会長・幹事始め会員の皆様一年間お

疲れさまでした。次年度どうぞよろしくお願

い申し上げます。 

合計   27件 27,    50,000円 

累計  456件    596,000円 

会 長 報 告 伊藤 稔会長 

１． 地区より 2021-22 年度「地区クラブ活性化セ

ミナー（クラブ管理運営・会員増強・公共イメ

ージ）」開催のご案内が届いております。日   

時：7月 8日（木）15：00〜17：00開催要項：ハ

イブリッド形式 メモワールプラザ ソシア 21 

4Fまたは ZOOM 

２． 地区より 2020-21 年度他地区被災地支援へ

の義援金返金のお礼及び返金のご報告が届

いております。 

３． ハイライトよねやま 255が届いております。回

覧致します。 

４． 地区より第 2回青少年交換に関するアンケー

トご回答のまとめとご報告が届いております。 

幹 事 報 告 長戸 隆彦幹事 

１． 例会変更 

         川崎高津 6月 24日（木）最終例会 点鐘 12：30 

               夜間例会→昼例会 ホテル KSP 

         川崎中央 6月 21日（月） 移動例会 グルメ例会 

（銀座 吉澤）点鐘 14：00 

        6月 28日（月）→27日（日）年度末家族 

会  点鐘 13：00  川崎日航ホテル 

         川崎西  6月 25日（金） 休会 

         川崎大師 6月 23日（水） 年度末昼間移動例会 

点鐘 11：30 川崎キングスカイフロント東急

REIホテル 5F  

２． 次週 6/29 は休会です。再来週 7/6 は例会

終了後、理事役員会を開催いたします。関

係各位のご出席をお願い致します。 

３． ＜7月の予定＞ 

7/6  通常例会 理事役員会 

7/13 通常例会 ガバナー公式訪問に伴うガ

バナー補佐とのクラブ協議会① 

7/20 休会 

7/27 通常例会 ガバナー公式訪問 

 

全員でクラブ協議会 

 

＜会長およびガバナー補佐ご挨拶＞ 

 

 
会長   伊藤 稔会員 

 

 

 

 



 
第 2グループガバナー補佐   細山 勝三郎会員 

 

 
細山ガバナー補佐へ花束贈呈  会 長 

 

 
創立 50周年記念実行委員長 上原伸一会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
創立 50周年記念実行委員 内藤幸彦会員 

 

本日のお客様 

 
横浜銀行株式会社 新城支店 

支店長 一
いち

尾
お

 亮
りょう

輔
すけ

様 

 


