
              

 

 

   

 

 

 

 

 

 

【2022-23 年度 地区方針】   「ロータリーの再生」  ―新たな挑戦― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  2022-23 島会長年度スタート       

 開会点鐘  島 利夫会長  

 司  会   片岡 英之会場監督 

 合  唱   ロータリーソング 

         「君が代」 

         「奉仕の理想」 

クラブソング  「拓け未来へ 拡げる友の輪」 

 お客様紹介 稲富 正行親睦活動委員長 

 横山 芳春様 川崎北ロータリークラブ 会長 

 谷口 一成様 川崎北ロータリークラブ 幹事 

 青木 克眞様 川崎鷺沼ロータリークラブ 会長 

 髙島 眞美様 川崎とどろきロータリークラブ 会長 

 市川 郁雄様 川崎とどろきロータリークラブ 副幹事 

今後のプログラム予定 

       7月 プログラム 

     7月 19日  休 会 

     7月 26日 ガバナー公式訪問 

出 席 報 告 朝倉 和信出席委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

42 名 36 名 
6 名 

対象外 
92.31％ 

欠 4名 

対象外 
MU3 名 

 

97.44％ 

（3） （3）  

【本日の欠席者】  三木 治一会員  金子 利昭会員 

長谷川俊雄会員  伊藤 稔 会員  志村 修司会員  

小丸日出夫会員 

ニコニココーナー齊藤 かおり副会場監督 

横山 芳春様・谷口一成様：本日は新年度の会長・幹

事として表敬訪問でお伺いいたしました。

一年間ご指導の程、よろしくお願い申し上

げます。そして、貴クラブの更なる発展と

会員の皆様のご健勝をご祈念申し上げま

す。 

青木 克眞様：お世話になります。 

髙島 眞美様・市川 郁雄様：川崎とどろき RC会長

髙島と副幹事市川が表敬訪問に伺いまし

た。昨日、私どもの例会に島会長と川口

幹事にご訪問頂きありがとうございます。

今年もどうぞご指導ご鞭撻の程よろしくお

願い申し上げます。 

島 利夫会長：会長としてよろしくお願い致します。平

和な一年であってほしいと思います。 

川口 禮敬幹事：新年度の始まりですね。幹事を努め

ます。よろしくご指導の程お願い致しま

す。 

冨岡 昭一副会長：島会長の年度がスタートです。一

年間よろしくお願い致します。楽しいロータ

リー活動にしましょう。 

 

 

会   長     島 利夫 

副 会 長     冨岡 昭一 
幹   事     川口 禮敬 
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会報委員長    叶野 聡 
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渡邉 新治会員：本年度もよろしくお願い致します。 

堀一 慶明会員：島先生、会長おめでとうございま

す。一年間お世話になります。 

野口 新二会員：会長・役員の皆様一年間大変お世

話になりました。 

朝山 秀男会員：；島先生、ロータリーの大きな変革を

感じます。舵取りをよろしく。貝田直前会

長には予期せぬコロナ禍の制約の中ご苦

労様でした。 

小林 敏伸会員：50周年度 島会長よろしくお願い致

します。 

小島 徹会員：島年度の船出を祝して。 

細山 勝三郎会員：島先生、今年度会長という事でご

苦労様です。川崎中 RCの 50周年の節

目に相応しく、一年間よろしくお願い致し

ます。 

小泉 繁勝会員：待望の巨大船島丸の出帆をお祝い

します。航海をサポートする川口幹事の腕

の見せ所です。今期もよろしくお願いしま

す。 

小島 満会員：島会長さん 50周年の中ロータリーク

ラブ一年間よろしくお願いします。楽しみ

にしています。 

朝倉 和信会員：本年度もよろしくお願いいたします。 

井上 裕司会員：島会長・川口幹事他役員の方々ご

苦労様です。ご活躍をお祈り申し上げま

す。 

萩原 ひとみ会員：島会長・川口幹事・新役員の皆様

新年度のスタートおめでとうございます。

よろしくお願いします。 

廣山 宗一会員：新年度を祝します。 

原 敏之会員：今年度もよろしくお願いします。 

叶野 聡会員：島年度のスタートおめでとうございま

す。本年度もよろしくお願いします。 

鹿島 義久会員：今年度が始まり、島会長さんを始め

会員の皆様一年間よろしくお願い致しま

す。 

市川 実会員：島会長・川口幹事一年間よろしくお願

いします。 

白井 正男会員：島・川口年度のスタートですね。身

体に気をつけて頑張りましょう。一年間よ

ろしくお願いします。 

内藤 幸彦会員：島会長・川口幹事 10月には創立記

念日もございます。楽しい一年にしていき

ましょう。ご健康で頑張って下さい。 

貝田 充会員：島会長・川口幹事一年間どうぞよろし

くお願い申し上げます。50周年記念イヤ

ーを会員全員で盛り上げて行きましょう！ 

 

合計   27件 27,     45,000 円 

累計   27件 45,000 円 

木槌の引継ぎ 

 

貝田充直前会長から島利夫会長へ 

乾  杯 

 

貝田充直前会長 

表敬訪問ご挨拶 

 

川崎北ローリークラブ 会長 横山 芳晴 様 

               幹事 谷口 一成 様 



 

川崎鷺沼ローリークラブ 会長 青木 克眞 様 

 

 

川崎とどろきローリークラブ  

会長 高島 眞美 様 

副幹事 市川 郁雄 様 

 

会 長 報 告 島 利夫会長 

１． 地区より 2022-23「地区クラブ活性化

セミナー（含 2022 規定審議会報告）」

開催のご案内が届いております。 

日 時：7月 7日（木） 15：00〜17：00 

場 所：メモワールプラザ ソシア 21 

２． 地区より第 17 回インターアクト サマ

ーミーティング開催のお知らせが届い

ております。 

日 時：7月 31日（日） 

場 所：ワークピア横浜  詳細は回

覧致します。 

 

３． ハイライトよねやま 267 が届いており

ます。回覧致します。 

幹 事 報 告 川口 禮敬幹事 

１． 例会変更 

横浜あざみ 7 月 6 日（水）  通常例会  

点鐘 13：15 アートフォーラム

あざみ野 会議室 2 

  7月 13日（水）通常例会  

点鐘 12：30 新横浜グレイス  

ホテル 

          7月 27日（水） 通常例会  

点鐘 12：30 新横浜グレイス 

ホテル 

川崎とどろき 7月 18 日（月） 休会 

   7月 25日（月）休会 

２． 例会場・事務所移転のお知らせ 

川崎中央 例会場：川崎日航ホテル 

    事務局：川崎市川崎区宮本町 7-1 三陽

会館ビル 5階 

横浜あざみ 例会場：第一水曜日 

ア ー ト フ ォ ー ラ ム あ ざ み 野                

第二・四水曜日 新横浜グレイスホ

テル 

 

３． 年会費 2022/7〜9月分（会費 75,000

円＋地区事業資金 6,000円＋R財団

寄付金積立 6,000円 

＝87,000 円が引落しとなっておりま

す。（7/4）現金払いの方は 7 月の例

会時にお願い致します。 

４． 会報受領 川崎南 RC 回覧致しま

す。 

５． 本日例会終了後、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。 

６． ＜7月の予定＞ 

7/5 通常例会 例会終了後理事役

員会 

7/12  通常例会後、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 

7/19  休会 

7/26 通常例会 ガバナー公式訪問 

 

会員お祝い 

入会記念日 
鹿島 義久会員  長戸 隆彦会員 
小丸日出夫会員  原 敏之 会員  
一尾 亮輔会員  奥村 香会員 
配偶者誕生日 
小泉 繁勝会員 良子様 
市川 実  会員 郁子様 
長戸 隆彦会員 絵美様 
会員誕生日 
市川 宏会員 

 

 

会員誕生日 市川 宏 会員  
 

記念品贈呈 

 

直前会長 貝田 充 会員  

 

直前幹事 原 敏之 会員  

 

 

ホテル精養軒 マネージャー：和座 殿 

 

 

 

 

   理事・役員就任挨拶         

 

会長 島 利夫 会員 



 

 

副会長 冨岡 昭一 会員 

 

 

幹事 川口 禮敬 会員 

 

 

理事・クラブ奉仕 廣山 宗一 会員 

 

 

 

 

 

 

理事・職業奉仕 長谷山 尚城 会員 

 

 

理事・社会奉仕 鹿島 義久 会員 

 

 

理事・国際奉仕 栗原 茂昭 会員 

 

 

 

 



 

 

会計 一尾 亮輔 会員 

 

 

会場監督 片岡 英之 会員 

 

 

直前会長 貝田 充 会員 

 

 

 

 

 


