
              

 

 

   

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

     例 会 報 告       

 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 

         「我らに生業」 

         「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 小島 正徳親睦活動委員 

 吉崎 治様 第 2590地区第 2Gガバナー補佐 

（川崎宮前ロータリークラブ） 

小林 正樹様 地区クラブ管理運営委員会 委員 

               （川崎中原ロータリークラブ） 

 顧 夢テイ様 2022学年度米山奨学生（中国） 

 

第 2590地区第２グループガバナー補佐 

    吉崎 治  様 

 今後のプログラム予定 

      7月 8月 プログラム 

     7月 26日 ガバナー公式訪問 

    8月 2日 

会員お祝い 

米山奨学金授与式 

創立記念卓話 

内藤 幸彦パスト会長 

理事・役員会 

出 席 報 告 佐川 陽子出席副委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

42 名 38 名 

4 名 

対象外 

（2） 

95％ 

欠 7名 

対象外 

（4） 

MU0 名 

 

92.12％ 

 

【本日の欠席者】  三木 治一会員  小島 徹 会員  

志村 修司会員  朝倉 和信会員 

ニコニココーナー齊藤 かおり副会場監督 

吉崎 治様：新任のご挨拶とクラブ協議会に伺いまし

た。よろしくお願い致します。 

小林 正樹様：本日は吉崎ガバナー補佐に同行させ

て頂きました。川崎中 RCの皆様には平

素より大変お世話になり深く感謝申し上げ

ます。内藤先生過日はありがとうございま

会   長     島 利夫 

副 会 長     冨岡 昭一 
幹   事     川口 禮敬 
S  A  A     片岡 英之 
会報委員長    叶野 聡 
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した。島会長・川口幹事丸の船出を祝し心

よりおよろこび申し上げます。 

島 利夫会長：徐々に忙しくなってきました。ご協力を

お願い致します。吉崎ガバナー補佐、本

日はよろしくお願い致します。 

川口 禮敬幹事：ガバナー補佐をお迎えしてのクラブ

協議会よろしくお願い申し上げます。 

冨岡 昭一副会長：吉崎治ガバナー補佐、一年間お

世話になります。 

小林 敏伸会員：知人が増上寺に一般献花に行った

ところ、本堂でご焼香もできたそうです。合

掌。 

細山 勝三郎会員：吉崎治ガバナー補佐、本日はご

苦労様です。一年間よろしくお願い致しま

す。 

小泉 繁勝会員：会員の皆様お元気で何よりです。花

壇のサルビアの水やりが楽しみです。生

き物は正直です。すぐ反応があります。 

井上 裕司会員：吉崎ガバナー補佐、本日はよろしく

お願い致します。 

萩原 ひとみ会員本日は吉崎ガバナー補佐様、当ク

ラブへお越し頂き本当にありがとうござい

ます。どうぞよろしくお願いします。 

廣山 宗一会員：ガバナー補佐をお迎えして。よろしく

お願いします。 

内藤 幸彦会員：第 2Gガバナー補佐吉崎治様ようこ

そお越し頂きました。当クラブ例会をお楽

しみ下さい。 

貝田 充会員：吉崎ガバナー補佐、本日は当クラブに

お越し頂き誠にありがとうございます。一

年間どうぞよろしくお願い申し上げます。 

金子 利昭会員：第 2Gガバナー補佐吉崎治様今年

度よろしくお願いいたします。 

小丸 日出夫会員：第 2Gガバナー補佐吉崎様、本

日当クラブにお出で頂き誠にありがとうご

ざいます。今年度の地区方針のご指導よ

ろしくお願いいたします。 

合計   26件 27,      26,000 円 

累計   53件 71,000 円 

会 長 報 告 島 利夫会長地区より 

１． 2022 年 7 月のロータリーレートのお知らせ

が届いております。 2022 年 7 月 1＄＝

136円 ご参考）2022年 6月 1＄＝127円 

２． 地区ローターアクトより全クラブ合同例会の

ご案内が届いております。日 時：7月 23日

（土）14：30〜17：00 場 所：ハイブリッド形

式 ⓵ローズホテル横浜 ②オンライン：

ZOOM  詳細は回覧致します。 

３． 地区より 2023-24 年度派遣・青少年交換学

生募集再開についてのお知らせが届いて

おります。回覧致します。 

４． 地区よりクラブ奉仕プロジェクト委員長会議

開催のご案内が届いております。日 時：8

月 2 日（火） 15：00〜17：00 場 所：メモワ

ールプラザ ソシア 21 

幹 事 報 告 川口 禮敬幹事 

１． 例会変更 

川崎中央  7月 18日（月） 休会 

              7月 25日（月） 納涼夜間移 

動例会 東京スカイツリー 東

京都墨田区押上 1-1-2 東京スカイツリー

タウンソラマチ 6F ＆ひつまぶし 備長 

川崎大師   7月 20日（水） 休会 

                7月 27日（水） 「暑気払い 

移動例会」（夜間）点鐘 18：00 焼肉レス

トラン「西の屋」川崎市川崎区浜町 4-

17-24 

川崎マリーン 7月 28日（木） 夜間例会 

点鐘 18：30 サンピアンかわさき 

新川崎    7月 20日（水）   休会 

       8月 10日（水）   休会 

        8月 17日（水）   休会 

        8月 27日（水）   休会 

２． 例会場・事務所移転のお知らせ 

         川崎大師  2022-23 年度例会場 川崎大

師平間寺 信徒会館地下 1 階 例会場 

7/6〜   

３． 2022-23 年度理事役員のお知らせが届い

ております。 川崎幸 RC 川崎とどろき

RC 回覧致します。 

４． 次週 7/19 は休会です。再来週 7/26 はガ

バナー公式訪問です。 

５． 本日例会終了後、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を開催い

たします。関係各位のご出席をお願い致し

ます。 

米山奨学金授与式 

 
2022学年度 米山奨学生  顧 夢テイ 様 



クラブ委員長就任挨拶  

 
出席委員会 佐川 陽子会員 

 

 
親睦活動委員会 稲富 正行会員 

 

 
プログラム委員会 渡邊 新治会員 

 

 

 

 

 

 
広報公共イメージ委員会 野口 新二会員 

 

 

クラブ会報委員会 叶野 聡会員 

 

 

研修委員会 萩原 ひとみ会員 

ロータリー財団委員会 萩原 ひとみ会員 

 

 



 

 

 

拡大増強委員会 細山 勝三郎会員 

 

 
クラブ戦略委員会 井上 裕司会員 
 
内容に関しては、2022～2023年クラブ委員会

活動計画書をご参照ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ガバナー補佐とのクラブ協議会  

 

 

 

 

 第２グループガバナー補佐 吉崎始様、

一年間ご指導のほど、よろしくお願い申し

上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


