
              

 

 

   

 

 

 

 

 

 

【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 

         「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 

南塚 信吾様  千葉大学・法政大学名誉教授 

           世界史研究所長 

有賀 友彦様  ㈱タウンニュース社 川崎支社 兼 

          中原区編集室編集長 

顧 夢テイさん 2022学年度 米山奨学生 

 今後のプログラム予定 

      9月 プログラム 

   9月 20日 休 会 

   9月 27日 
卓話  

郷土史家 宮田 豊様 

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 前々回訂正出席率 

42 名 37 名 
5 名 

対象外 
97.37％ 

欠 10名 

対象外 
MU1 名 

 

91.43％ 

（4） （7）  

【本日の欠席者】  三木 治一会員  小林 敏伸会員    

長谷川俊雄会員  金子 利昭会員  志村 修司会員 

ニコニココーナー 齊藤かおり副会場監督 

島 利夫会長：南塚先生卓話ありがとうございます。

ウクライナの歴史を聴き同じことが数年の

うちに中国・台湾で起きそうです。平和に

生きてゆく為に今、私たちには何ができる

のか考えさせられます。 

川口 禮敬幹事：南塚真吾先生、2週続けて卓話あり

がとうございます。拝聴させていただきま

す。 

冨岡 昭一副会長：南塚信吾先生、ご多忙のところ先

週に続き、本日も卓話よろしくお願い致し

ます。 

貝田 充会員：南塚信吾様、ウクライナ・ロシア両国

の地工学的また歴史的関係性は本当に

複雑な背景があることを勉強させて頂きま

した。本日もよろしくお願い申し上げます。 

細山 勝三郎会員：南塚信吾様、卓話ありがとうござ

います。 

朝倉 和信会員：よろしくお願い致します。 

内藤 幸彦会員：残暑厳しい折、先週に続きまして東

ヨーロッパ情勢のスピーチ、大変興味深

く、楽しく拝聴させて頂きます。ありがとう

ございます。 

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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小泉 繁勝会員：南塚先生、貴重なお話ありがとうご

ざいます。本日も楽しみに拝聴させて頂き

ます。 

中山 武夫会員：先週の例会にお祝いを色々頂きあ

りがとうございました。 

 

合計   9件 27,      10,000円 

累計  122件 166,000円 

 

会 長 報 告 島 利夫会長 

１． 地区より 2022-23 年度地区大会記念「ポリ

オ根絶チャリティーゴルフ大会」のご案内が

届いております。日 時：10 月 12 日（水）場 

所：相模原ゴルフクラブ詳細は回覧致しま

す。 

２． 地区より先日の『クラブ青少年委員長会議』

の RA 動画と広報誌 QR コードと青少年パ

ンフレットが届いております。回覧致します。 

 

幹 事 報 告 川口 禮敬幹事 

１． 例会変更 

川崎中央   9月 19日（月）  休会 

川崎大師   9月 21日（水）  休会        

川崎麻生   9月 16日（金）  通常例会 百合丘 

CC⇒ホテルモリノ点鐘 12：30 

9月 23日（金）  休会 

9月 30日（金）  休会 

川崎中原  9月 15日（木）→ 22日 

（木）に変更 点鐘 12：30 早朝例会→ 

昼例会に変更 ガバナー公式訪問例会 

11月 2日（木）→ 10日（木）に変更点 

鐘 12：30 

＜例会 月 2回＞ 

第 1週目は、昼例会  点鐘 12：30 

第 2週目は早朝例会 点鐘：7：15 

いずれもハイブリッド（会場+ZOOM） 

  川崎とどろき  9月 19日（月）   休会        

            9月 26日（月）   休会 

２． 本日例会終了後、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。 

３． ＜9月の予定＞ 

9/6   通常例会 例会終了後理事役員会 

9/13  通常例会 

9/20  休会 

9/27  通常例会 

 

  会員お祝い   

入会記念日 

佐川 陽子会員 

会員誕生日 
鹿島 義久会員  佐川 陽子会員 
配偶者誕生日 
内藤 幸彦会員  英子様 

冨岡 昭一会員  きよ様 

小島 正徳会員  智子様 

会員誕生日  

 

 鹿島 義久会員、佐川 陽子会員 

 米山奨学金授与式  

 

 

 顧 夢テイさん 

 

 



卓   話 

 

 南塚 慎吾様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


