
                

 

 

 

 

 

 

【2021-22 年度 地区方針】“クラブ基盤のさらなる充実強化”〜会員の増強こそが最大のサービス（奉仕）〜

〜   

 

 

 

 

 

 

 

 

                

    例 会 報 告      

 開会点鐘  貝田 充会長  

 司  会   渡邉 新治 SAA 

 合  唱   「君が代」「奉仕の理想」 

 お客様紹介 栗原 茂昭親睦活動委員 

・お客様はございませんでした。 

今後のプログラム予定 

   12月 プログラム名 

     12月 21日       納 会 

     12月 28日 休 会 

出 席 報 告 鹿島 義久出席委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

43 名 38 名 

5 名 

対象外 

（3） 

95％ 

欠 9名 

対象外 

（5） 

MU0 名 

 

89.47％ 

 

【本日の欠席者】  三木 治一会員  小林 敏伸会員  

朝倉 和信会員  長谷川 俊雄会員 叶野 聡 会員 

ニコニココーナー 片岡英之会場監督（補） 

貝田 充会長：奥村会員、卓話大変楽しみにしていま

す。よろしくお願い致します。先日の地区

大会にご参加の皆様大変お疲れ様でし

た。ありがとうございました。 

原 敏之幹事：奥村さん卓話よろしくお願い致します。 

金子 利昭副会長：奥村会員新会員卓話よろしくお願

い致します。 

伊藤 稔会員：今日から例会に出席することができま

した。これからもよろしくお願いします。 

川口 禮敬会員：伊藤稔会員、元気なお顔を拝見で

き良かったです。奥村会員卓話ご苦労様

です。楽しみです。 

島 利夫会員：12/8は大東亜戦争開戦の日です。今

朝の長官に岸田首相の所信表明に敵基

地攻撃能力検討と出ていました。人間は

いつも同じことを考えるものですね。 

廣山 宗一会員：お世話になります。 

冨岡 昭一会員：お世話になります。奥村会員卓話楽

しみに拝聴します。 

中山 武夫会員：良いことが無いので困っています。 

白井 正男会員：今年も残すところわずかになりまし

た。 

細山 勝三郎会員：奥村会員入会卓話楽しみです。

ありがとうございます。 

鹿島 義久会員：先日の地区大会には川口さん・栗

原さん大変お世話になります。12/17より

岩手県安比高原スキー場のオープンでロ

ータリーを欠席しますので廣山さんよろし

くお願い致します。 

市川 実会員：年次総会ご苦労様です。 

小島 徹会員：本日は奥村香さん卓話よろしくお願い

します。年次総会もよろしくお願いします。 

会   長     貝田 充 

副 会 長     金子 利昭 
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稲富 正行会員：奥村香会員、本日の卓話大変楽し

みにしています。よろしくお願い致します。

With コロナ注意しながら活動したいと思い

ます。 

渡邉 新治会員：入会卓話楽しみにしています。本日

もよろしくお願い致します。 

合計   16件 27,    25,000 円 

累計  152件 200,000 円 

会 長 報 告 貝田 充会長 

１． 地区より 2021 年 12 月のロータリーレートのお

知らせが届いております。2021年 12月 1＄＝

114円ご参考）2021年 11月 1＄＝114円 

２． 地区より 2021-22 学年度 地区ロータリー財

団補助金管理セミナー開催のご案内が届い

ております。日 時：12 月 9 日（木）15：00〜

17：30 場 所：メモワールプラザソシア 21 4F

「ザ・ウイング」 

３． 地区よりセネガルとベトナム向け識字率向上

支援 図書寄贈プロジェクトのご紹介が届い

ております。詳細は回覧致します。 

４． 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会よ

りハイライトよねやまが届いております。回覧

致します。 

５． 第 2590 地区ガバナー小倉 正様より、先般

の地区大会無事終了のお礼状が届いており

ます。回覧致します。 

６． 中原区諸団体合同新年賀詞交歓会の開催

（1/6予定）中止のお知らせが届いております。

回覧致します。 

７． 川崎大師ローターアクトクラブより 12 月第一

例会のご案内が届いております。 

日 時：12 月 11 日（土）17：30〜19：30 場 

所：横浜市中区桜木町 3-104 登美屋第七

ビル 2F3F 内 容：国際料理例会登録ご希

望の方は事務局までお願い致します。 

幹 事 報 告 原 敏之幹事 

１． 例会変更 

 川崎北   12月 8日（水）例会にてクラブ協議会 

点鐘 12：30  例会時間 30分延長予定 

        12月 22日（水）  年忘れ家族会 点鐘

18：00 二子玉川エクセルホテル東急 

        12月 29日（水）  休会 

        1月 5日（水）    休会 

        1月 12日（水） 新年例会 点鐘 12：30 

 川崎    12月 16日（木）→ 12/18（土）年忘れ家

族会 点鐘 12：00 川崎日航ホテル 11F

橘の間 

 川崎幸  12月 17日（金）  年忘れ家族会 点鐘

18：00 ヨコハマグランドインターコンチネ

ンタルホテル（MUデスク 日航ホテル

7F12：30〜13：00） 

        12月 24日（金）  休会 

        12月 31日（金）  休会 

横浜あざみ 12月 22日（水） 夜間移動例会 クリ

スマス会 点鐘 18：30 新横浜国際ホ

テル マナーハウス  

         12月 29日（水）  休会 

 川崎とどろき 12月 13日（月） 年忘れ家族会 点鐘

18：00 ホテル精養軒 

          12月 27日（月）  休会 

２． 本日例会終了後、理事役員会を開催致しま

す。関係各位のご出席をお願い致します。 

３． ＜12月の予定＞ 

12/7   年次総会 理事役員会 

12/14  年忘れ家族会 点鐘 17：30 精養軒 

12/21   納会 

12/28   休会 

お 祝 い ご と 

入会記念日 
島 利夫会員 
貝田 充会員    大友 徹会員 
結婚記念日 
原 敏之会員 
会員誕生日 
朝山 秀男会員   渡邉 新治会員 
長戸 隆彦会員   小島 正徳会員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年 次 総 会 

２０２２－２３年度役員決定の年次総会が行われ承

認されました。 

指名委員長 小島徹会員 

選挙立会人 白井正夫会員 稲富正行会員 

 

 

 

 

 

 



 

島 利夫 次年度会長より挨拶がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 卓 話  入会卓話 奥村 香 会員 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『宜しくお願い致します。奥村香と申します。』 

 

今年 7月より、川崎中 RCに入会させて頂きました、

インテリアデザイナーの奥村香と申します。 

この度は、新入会員の卓話ということで、このような

貴重なお時間を頂きましたこと、お礼申し上げます。 

 

私は 1979年に栃木県矢板市で生まれ、育ち、大学

進学をきっかけに上京し、卒業後は物流会社に入社

しましたが、人生について考えていくうちに、このまま

の人生楽しくないかも？！と思うようになり、元々興

味のあったインテリア系（内装系）の仕事に就きたい

と思い、退社決め、職業訓練校のインテリア科に入校

しました。そこで 1年間内装の勉強をし、学校が修了

してからは、現場監督として工務店に入社し、住宅リ

ノベーションという仕事に没頭することになりました。 

 

そこから徐々に、現場監督ではなく自分で設計デザイ

ンした家が作りたいという気持ちが強くなり、デザイン

会社に転職を決めました。その後、お客様のご指名も

増えてきたこともあり、一念発起して企業することに

決め、2019年 8月に開業して、ようやく丸 2年ちょっ

とになりました。 

 

また、屋号であります『Profumo』の由来は私の名前

が香（かおり）で、その名前をおしゃれにしたら？と思

い、イタリア語で香りの意味する 7「Profumo（プロフー

モ）」にスペルと響きが気に入ったので、その名前にし

ました。 

 

身辺状況としては、現在は今井南町で自宅兼事務所

として開業させて頂いております。家には小さな亀ち

ゃんが 2匹とメダカが数匹おり、日々その子たちに癒

されております。最近の趣味はゴルフ・キャンプ・テニ

スといった感じで、動いた後には一杯！仕事の後にも

一杯！といった感じで、ほぼ毎日たしなんでおりま

す。ここのところ、コロナの影響で外で飲むことこそ減

ってしまいましたが、来週は入会させていただきまし

て初の『年忘れ家族会』ということで、今年一番の大

仕事であったこの『卓話』も終了しますので、とても楽

しみにしております。 

 

今後ともよろしくお願い致します。 


