
                

 

 

 

 

 

 

【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）〜

〜   

 

 

 

 

 

 

 

 

                

      納   会       

 開会点鐘  貝田 充会長  

 司  会   渡邉 新治会場監督 

 合  唱   「それでこそロータリー」 

 お客様紹介 小島 正徳親睦活動委員 

・お客様はございませんでした。 

今後のプログラム予定 

        1月 プログラム名 

     1月 18日       休 会 

     1月 25日 

卓話 公益財団法人 

川崎市産業振興財団 

理事長  三浦 淳様 

 乾 杯  冨岡 昭一パスト会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

出 席 報 告 廣山 宗一出席副委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

43 名 38 名 

5 名 

対象外 

（4） 

97.44％ 

欠 5名 

対象外 

（3） 

MU0 名 

 

95％ 

 

【本日の欠席者】  三木 治一会員  小林 敏伸会員  

朝倉 和信会員  鹿島 義久会員  志村 修一会員 

ニコニココーナー 大友 徹副会場監督 

貝田 充会長：早いもので今年の最終例会となりまし

た。コロナで暮れた様な一年でしたが、来

年は良い年となることを心より願っており

ます。 

原 敏之幹事：皆様のおかげで今年最後の例会を迎

えることができました。ご協力に感謝致し

ます。小島正徳さん卓話よろしくお願いし

ます。 

金子 利昭副会長：今年もコロナに振り回されました。

来年こそコロナに負けないよう頑張りまし

ょう。 

伊藤 稔会員：本年もお世話になりました。良い年を

お迎え下さい。 

川口 禮敬会員：小島徹会員、先日は新鮮野菜あり

がとうございました。小島正徳会員卓話ご

苦労様です。楽しみです。会員の皆様、来

年もよろしくお願い致します。 

会   長     貝田 充 

副 会 長     金子 利昭 
幹   事     原 敏之 
S  A  A     渡邉 新治 
会報委員長    小島 徹 
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廣山 宗一会員：今年も大変お世話になりました。来

年もよろしく。 

冨岡 昭一会員：今年最後の例会です。お世話になり

ました。来年もよろしくお願いします。 

白井 正男会員：最後の例会です。会長・幹事・会員

の皆様大変お世話になりました。良い年

を。また、本日の卓話小島正徳会員ご苦

労様です。 

市川 実会員：本日は納会。来春もよい年になります

ように。 

小島 徹会員：小島正徳さん卓話楽しみにしてます。 

稲富 正行会員：小島正徳会員、本日の卓話楽しみ

にしています。 

小島 満会員：今年一年間皆様お世話になりました。

来年こそマスクなしの例会になります様に

祈っています。 

内藤 幸彦会員：小島正徳会員卓話楽しみにしてい

ます。これからは世界のロータリーを通じ

てどんどん活躍して、リーダーシップを発

揮し、幸せなロータリークラブを楽しんで

下さい。 

堀一 慶明会員：今年一年お世話になりました。 

井上 裕司会員：今年もお世話になりました。皆様良

い年をお迎え下さい。来年もよろしくお願

い致します。 

小泉 繁勝会員：会長はじめ幹事・役員の皆様・会員

の皆様、半期お世話になりました。後半も

よろしくお願いします。 

上原 伸一会員：一年間お世話になりました。 

渡邉 新治会員：小島さん、卓話楽しみにしていま

す。前回は失礼いたしました。本日もよろ

しくお願い致します。 

大友 徹会員：本年中は大変お世話になりました。来

年もよろしくお願い致します。 

合計   19件 27,    20,000 円 

累計  202件 271,000 円 

会 長 報 告 貝田 充会長 

１． 地区より 2024-25 年度ガバナーノミニー候

補者推薦のご依頼が届いております。（2/7

締切）＜推薦に当たり＞○推薦は、候補者

を推薦するクラブの例会で採択された決議

という形式で、文書により提出すること。提

出の際、この決議がクラブ幹事の署名入り

で提出すること。○クラブは自クラブに所属

する会員を 1 名だけガバナーノミニーに推

薦できる。 

２． 地区より第38回ロータリー青少年指導者成

プログラムの募集が届いております。ポス

ティングしております。 

３． 公益財団法人米山記念奨学会より、ハイラ

イトよねやま 261が届いております。回覧致

します。 

４． 国際ロータリー ロータリー財団管理委員

会よりベネファクターの認証状および記章

が届いております。 ベネファクター認証

状・記章   貝田 充会長 

５． ロータリー財団より功労者へのピンバッチ 

が届いております。ポールハリスフェローピ

ン+6   中山 武夫会員 白井 正男会員 

ポールハリスフェローピン+5 鹿島 義久会

員・小島 満会員・廣山 宗一会員・ポール

ハリスフェローピン+2 萩原 ひとみ会員 

ポールハリス認証状・ピン  原 敏之会員 

 

幹 事 報 告 原 敏之幹事 

１． 例会変更 

川崎大師  1月 5日（水）  休会 

        1月 12日（水）→1/11（火）に変更 12：

30〜「新春 4 クラブ合同例会」川崎日航

ホテル 11F （川崎南・川崎中央・川崎マ

リーン・川崎大師） 

川崎中央  12月 27日（月） 休会 

        1月 3日（月）  休会 

        1月 10日（月） 休会 

        1月 11日（火） 新春 4クラブ合同例会 

点鐘 12：30 川崎日航ホテル 

川崎中原  1月 6日（木）  点鐘 12：30 

        1月 20日（木） 点鐘 7：15 第 1週目例

会は昼例会・第 3週目例会は早朝例会 

いずれもハイブリッド 

川崎幸    1月 28日（金）  休会 

川崎高津南 12月 27日（月）→12/20（月）へ移動 

年末家族会 

         1月 3日（月） →1/17（月）へ移動 

 初例会 

         1月 10日（月）  休会 

         1月 31日（月）  例会なし 

川崎マリーン 1月 6日（木）  →1/11（火）新春 4ク

ラブ合同例会 12：30川崎日航ホテル 

         1月 13日（木）   休会 

         1月 20日（木）   ハイブリッド例会 

         1月 27日（木）  昼例会→夜間例会 

富津シティ RC合同 川崎大師参拝・

合同夜間例会 

横浜あざみ  1月 5日（水）    休会 

横浜南央   12月 28日（火）   休会  

         1月 4（火）      休会 

川崎      12月 31日（木）  休会 

         12月 6日（木）   休会  



川崎麻生   1月 7日（金）    夜間例会（新年例

会）→昼の通常例会へ変更 ホテルモ

リノ 点鐘 12：30 

川崎とどろき 1月 3 日（月）   休会 

         1月 10日（月）   休会 

         1月 24日（月）   休会 

２． 会報受領  川崎南 RC 回覧致します。 

３． ＜1月の予定＞ 

1/4   休会 

1/11  新春初例会 

1/18  休会 

1/25  通常例会 

４． 次回例会は、新年 1/11 となります。例会

終了後理事役員会を開催致します。 
 

新 会 員 卓 話 小島 正德会員 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 年 12 月 21 日 卓話原稿 『自己紹介及び諸活

動紹介』 

・自己紹介及びお世話になっていた会員の方々。 

１９６９年１２月に川崎市中原区下小田中に

生まれる。経歴については若竹幼稚園→今井小

学校→西中原中学校→新城高校→明治大学理

工学部（生田キャンパス）とほぼ川崎から出るこ

とがなかったです。１９６９年はアポロ１１号が初

めて月面に降り立った年ですが、その影響か宇

宙や科学が非常に好きでラジオなどを分解して

壊して親に怒られると言うことがよくありました。 

私が小さい頃から川崎中ロータリー会員の

方々にはお世話になっておりました。特に小学

校 4年から中学 3年まで約５年間、内藤アカデミ

ーに通塾し、幸彦先生には大変お世話になりま

した。それ以外でも色々な方にお世話になってお

りました。 

・職業遍歴 

1993 年 4 月に株式会社メイテックという技術者

の派遣会社に就職。 

その派遣先としては大型貨物自動車の設計部で

約 1年半、大手電気系メーカ LCD設計部で LCD

モジュールの開発を約 6 年。自動車部品メーカ

ー開発部で AT 部品の開発を約 6 年。大手パー

キングシステムメーカ開発部で料金精算機周り

の開発を 10年弱。大手重工機メーカー開発部で

バイナリー発電機の開発に携わっておりました。

2020 年 2 月に株式会社メイテックを退社し現在

は不動産管理会社の有限会社こおりなの代表を

務める。 

・その他活動の紹介 

・モータースポーツ：学生時代から主にダートトラ

イアル等の大会に出場、現在休止中。 

・卓球クラブ：地元の方々が集まって出来た卓球

クラブ（いつかクラブ、エンネクラブ）に所属 

・下小田中囃子連中：2017 年に入会。大戸神社

での神事を中心に活動を行っている団体、秋

の大例祭、正月の悪魔祓い、民俗芸能発表

会等に出演。 

・下小田中盆踊り保存会：2017年に入会。8月の

第一週の週末にて大戸神社の境内で行われ

る盆踊り大会を実施。 

・Tokyo Greeters（英語ボランティアガイドの団

体）：2019 年から所属。海外からの観光客に

東京の観光名所を３時間程度で案内するボラ

ンティア団体。 

・中原消防団大戸分団：2020 年に入団。中原消

防団は中原、大戸、住吉、玉川、丸子の５つ

の分団で構成されて大戸分団は上小田中、

下小田中を管轄する。 

 花束贈呈  川口 禮敬会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

大戸接骨院を６０年間にわたり営んできましたが今年

で閉院する事となりました。 

会長より、長い間お疲れ様でした。 

 


