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―新たな挑戦―

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
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E-mail：k-naka@galaxy.ocn.ne.jp
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表敬訪問ご挨拶

島 利夫会長
片岡 英之会場監督
ロータリーソング「四つのテスト」
「拓け未来へ 拡げる友の輪」
稲富 正行親睦活動委員長

神谷 直様 川崎中原ロータリークラブ 会長
内藤 松雄様 川崎中原ロータリークラブ 幹事

今後のプログラム予定
8月
志村 雄治様 第 2590 地区ガバナー（川崎南 RC）
吉崎 治様 第 2590 地区第 2G ガバナー補佐
（川崎宮前 RC）
村田 眞一様 第 2590 地区財務委員長
（川崎南 RC）
小川 湧三様 川崎鷺沼ロータリークラブ

プログラム

8月9日

休 会

8 月 16 日

休 会

8 月 23 日

振替休会（7/23 分）

8 月 30 日

卓話 千葉大学・法政大学名
誉教授 世界史研究所長
南塚 信吾様

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
9名
42 名

前々回訂正出席率
欠4名

33 名 対象外 91.67％ 対象外 MU0 名
（6）

【本日の欠席者】

細山

95％

（2）

三木 治一会員

一尾 亮輔会員

小林 敏伸会員

齊藤かおり会員

長谷川俊雄会員

朝山 秀男会員

堀一 慶明会員

鹿島 義久会員

長戸 隆彦会員

ニコニココーナー 奥村 香会場監督（補）
志村 雄治様：ガバナー公式訪問に参りました。よろ
しくお願い致します。
吉崎 治様：志村ガバナー公式訪問で同行しました。
よろしくお願い致します。
村田 眞一様：今年度地区財務委員長の村田です。
一年間よろしくお願い致します。
神谷 直様・内藤 松雄様：新年度表敬訪問でお伺い
致しました。よろしくお願い致します。
小川 湧三様：今年度もお世話になります。
島 利夫会長：志村雄治ガバナー様公式訪問にお越
し頂きありがとうございます。世界ではコ
ロナと戦争がおきております。その中でこ
れからのロータリーの方針をお聞かせい
ただきたく期待しております。よろしくお願
い致します。
川口 禮敬幹事：ガバナーをお迎えしての例会。よろ
しくお願い致します。少々緊張します。
冨岡 昭一副会長：国際ロータリー第 2590 地区ガバ
ナー志村雄治様公式訪問ご苦労様です。
一年間ご指導の程お願い申し上げます。
内藤 幸彦会員：志村雄治ガバナー公式訪問ご苦労
様です。川崎中 RC の例会をお楽しみ下
さい。土曜日のチャリティーコンサート皆
様ご協力ありがとうございました。またこ
の後 50 周年実行委員会です。よろしくお
願い致します。
貝田 充会員：志村雄治ガバナー本日はご来会頂き
誠にありがとうございます。一年間ご指導
頂きますようよろしくお願い致します。「子
どものためのチャリティーコンサート」大成
功で良かったです。内藤委員長はじめ事
業委員会の皆様お疲れ様でした。
志村 修司会員：大変長い間ご無沙汰しておりまし
た。先般、妻（洋子）が死去致しました。生
前会員の皆様方には大変お世話になりま
した。感謝申し上げます。また会員の皆様

中山
廣山
小泉

野口

白井
市川
叶野
井上
金子
渡邉

萩原

大友

方には迷惑をおかけいたしました。申し訳
ありませんでした。今後ともよろしくお願い
申し上げます。
勝三郎会員：志村ガバナーようこそおいで下さ
りありがとうございます。50 周年もよろしく
お願い申し上げます。
武夫会員：志村をお迎えして。
宗一会員：志村ガバナーをお迎えして。よろしく
お願い致します。
繁勝会員：志村ガバナーをお迎えして。歓迎致
します。今年の舵取りよろしくお願い致し
ます。
新二会員：志村ガバナーお足元の悪いところご
苦労様です。本日はよろしくご指導願いま
す。
正男会員：志村雄治ガバナー公式訪問を祝し
て。
実会員：志村ガバナー、一年間よろしくお願い
致します。
聡会員：第 2590 地区志村雄治様、本日はよろ
しくお願いします。
裕司会員：志村ガバナー本日はありがとうござ
います。
利昭会員：国際ロータリー2590 地区ガバナー
志村雄治様よろしくお願い致します。
新治会員：第 2590 地区ガバナー志村様一年
間よろしくお願い致します。本日もよろしく
お願い申し上げます。
ひとみ会員：志村ガバナー様、本日は川崎中
RC への公式訪問、本当にありがとうござ
います。幼稚園協会様で大変お世話にな
っております。一年間ご指導の程よろしく
お願い致します。
徹会員：本日はよろしくお願いします。
合計
24 件27,
49000 円
累計

会 長 報
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96 件

告

139,000 円

島 利夫会長

地区より 2021-22 年度ロータリー米山奨学
事業への地区目標達成のお礼状が届いて
おります。回覧致します。
地区より 2024-25 年度ガバナーノミニー告
知・確定宣言が届いております。2024-25
年度 ガバナーノミニー候補者 長戸 はる
み（ながと はるみ）氏（横浜東 RC）を指名
回覧致します。
地区より 2022-23 年度ロータリー財団「地区
補助金」の承認が以下のとおりおりました。
川崎中 RC 実施プロジェクト名：「かわさき
YUME シート」への支援

４．

補助額：＄1639 詳細は回覧致します。
ロータリー米山記念奨学会より、ハイライト
よねやま 268 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
川崎西北 7 月 28 日（木）移動例会 納涼会
点鐘 18：00 深大寺 水神苑
8 月 11 日（木） 休会
川崎鷺沼 7 月 27 日（水） 休会
8 月 10 日（水） 休会
8 月 31 日（水） 夜間例会 点鐘 18：
00 残暑払い親睦例会
川崎幸 7 月 29 日（金） 50 周年記念行事
点鐘 15：30
8 月 12 日（金） 休会
8 月 18 日（木） 夜間例会（親睦納涼
例会）点鐘 18：00＊会場はすべて日
航ホテル例会場 移動例会デスクは
日航ホテル 7F
横浜港北 7 月 28 日（木） 夜間例会ビアパーテ
ィー 新横浜プリンスホテル屋上
8 月 11 日（木） 休会
２．
2022-23 年度活動計画書の受領 新川崎
RC 川崎高津 RC 川崎麻生 RC 川崎北
RC 川崎中原 RC 川崎大師 RC 川崎南
RC 川崎百合丘 RC 川崎とどろき RC 事
務局にて保管をしております。閲覧ご希望
の方は事務局までお申し出ください。
３．

8/2 は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。

ガバナー公式訪問卓話

吉崎治ガバナー補佐より志村雄治ガバナー
のご紹介

島利夫会長からお礼の花束贈呈

