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例 会 報

「ロータリーの再生」

2022～2023
第 2354 回例会
2022 年 7 月 23 日

島 利夫会長
片岡 英之会場監督
ロータリーソング
「それでこそロータリー」
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
長戸 はるみ様 第 2590 地区ガバナーノミニー
（横浜東 RC）
亀ヶ谷 純子様 横浜港北 RC 会長
貝田 洋様 川崎北 RC パスト会長
松波 登様 川崎北 RC パスト会長
松山 直樹様 川崎北 RC パスト会長
市川 功一様 川崎中原 RC パスト会長
遠藤 久乃様 川崎中原 RC
顧 夢テイ様 2022 学年度米山奨学生（中国）

李 丹様 元米山奨学生
田谷 美千代様 金子会員職場お客様
内藤会員ご家族様

今後のプログラム予定

8月2日

例会日 毎週火曜日 12 時 30 分点鐘
例会場 川崎市中原区小杉町 3-10
ホテル精養軒
TEL(044)711-8855
事務所 川崎市中原区小杉町 3-428
山協ビル 402 号 TEL(044)7224331 FAX(044)722-6334
E-mail：k-naka@galaxy.ocn.ne.jp
URL:https://www.kawanakarc.com

理事・役員会

告

開会点鐘
司 会
合 唱

8月

―新たな挑戦―

プログラム
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

8月9日

出 席 報

休 会

告

佐川 陽子出席副委員長

会員数 出席数 欠席数 出席率
12 名
42 名

前々回訂正出席率
欠5名

30 名 対象外 81.08％ 対象外 MU1 名 94.87％
（5）

【本日の欠席者】

（3）

三木 治一会員

志村 修司会員

朝倉 和信会員

小林 敏伸会員

小丸日出夫会員

渡邉 新治会員

朝山 秀男会員

一尾 亮輔会員
伊藤 稔 会員
齊藤かおり会員
小島 満 会員

廣山 宗一会員

ニコニココーナー奥村 香

会場監督(補)

島 利夫会長：川崎中 RC50 周年記念事業 子ども
のためのチャリティーコンサート皆様のご
協力ありがとうございます。
川口 禮敬幹事：お世話になります。チャリティーコン
サート楽しみです。
冨岡 昭一副会長：本日は「土用丑の日」ですね。鰻
を食べて元気に頑張りましょう！！また、
本日子どものためのコンサート皆さんと一
緒に楽しみましょう。

細山 勝三郎会員：50 周年記念事業 チャリティーコ
創立 50 周年記念事業
ンサート楽しみです。
小泉 繁勝会員：記念すべき 50 周年事業のチャリテ
ィーコンサートの開催おめでとうございま
子どものためのチャリティーコンサート
す。
井上 裕司会員：創立 50 周年記念コンサートご盛会
をお祝い申し上げます。皆さんご苦労様で
す。
萩原 ひとみ会員：本日は新日本学園の皆様を迎え
てのチャリティーコンサート 50 周年記念
の大切なイベントです。皆様どうぞよろしく
お願いします。
内藤 幸彦会員：式典前の 50 周年記念事業の子ど
ものためのチャリティーコンサート移動例
会、皆様ご協力よろしくお願い致します。ミ
ュージカルコンサートをお楽しみ下さい。
貝田 充会員：創立 50 周年記念事業「子どものため
のチャリティーコンサート」の成功を祈念し
ます。
金子 利昭会員：50 周年チャリティーコンサートよろし
くお願いいたします。
原 敏之会員：チャリティーコンサート楽しみです。よ
ろしくお願いいたします。
小島 徹会員：チャリティーコンサートお世話になりま
す。
長谷山 尚城会員：本日の 50 周年企画、内藤先生よ
ろしくお願いします。
白井 正男会員：チャリティーコンサートよろしくお願
いします。
野口 新治会員：今日のコンサートおめでとうござい
ます。成功裡に終わること祈っておりま
す。
中山 武夫会員：チャーターメンバーとして 50 年を迎
えます。
市川 実会員：本日はよろしく。
長戸 隆彦会員： 〃
堀一 慶明会員： 〃
合計
19 件27,
19,000 円
累計

72 件

90,000 円

歓迎の挨拶

島

利夫

会長

私は川崎
中ロータリ 私は川崎中ロークラブ会長の 島 でございま
す。新日本学園の近くの 島脳神経外科整形外科
医院の理事長をしています。
川崎中ロータリークラブ創立 50 周年記念事業
として子供のためのチャリティーコンサートをこ
れから新日本学園の生徒さんと職員の方々をお招
きして行います。 時々生徒さんが怪我で私の病
院にみえますので 職員の方々のご苦労されてい
るのはよく知っています。
ロータリークラブは日本だけでなく世界中の子
供達や困っている人々にお金を出し合って助けて
あげようと集まっている仕事をしている私のよう
なおじいさんや、おじさん、おばさん、お姉さん
の集まりです。 川崎中ロータリークラブの会員
の皆様ご起立ください。 この会員の皆さんが皆
様を歓迎しております。
日本の今は平和ですが 世界を見ると ポリ
オ、衛生状態が悪く便の中にいるウイルスが脊髄
神経をだめにしてうまく歩けなる病気や、きれい
な水がない、食べ物がない、学校がないなど、本
当に生きてゆくのがやっと人がたくさんいます。
そんな人々を助けてあげようと活動しているのが
ロータリークラブです。
今回 生でしか見ることのできないコンサート
を企画しました。 これから楽しい歌やダンスが
始まります。 いままでの辛かったことを忘れ

今日は一緒に元気に楽しみましょう。 その時の チャリティーコンサート
笑顔を忘れにようにしてください。
最後に皆さん それぞれ自分の夢を持ってくだ
さい。
Hope for tomorrow
それが 叶うまで笑顔で頑張って下さい。 新
日本学園の先生方がいつもやさしくみなさんを見
守ってくれているのです。

ありがとうございま

した。

滝口
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ご挨拶

新日本学園

三浦

崇志

様

コンサート開始の挨拶

内藤

幸彦

会員有志によるクラブソング歌唱

実行委員長
約２時間のチャリティーコンサート
大変有意義な時間でした。

