
              

 

 

   

 

 

 

 

 

 

【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 

         「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 大友 徹副幹事 

宮田 豊様  郷土史家 

 今後のプログラム予定 

     10月 11月 プログラム 

   10月 11日 記念式典リハーサル 

   10月 18日 創立 50周年記念式典 

   10月 25日 休 会 

   11月 1日 休 会 

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 35 名 

7 名 

対象外 

（5） 

94.59％ 

欠 5名 

対象外 

（4） 

MU0 名 

 

97.57％ 

 

【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  奥村 香 会員  佐川 陽子会員 

堀一 慶明会員  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：宮田豊様 16世紀に作られたという歴

史ある「大楽院本尊」についての卓話楽し

みにしております。よろしくお願いします。 

川口 禮敬幹事：宮田豊先生卓話ありがとうございま

す。拝聴させて頂きます。もうすぐ 10月で

すネ。 

冨岡 昭一副会長：宮田豊様、本日卓話よろしくお願

いします。 

朝倉 和信会員：宮田先生、卓話よろしくお願い致し

ます。 

渡邉 新治会員：宮田様、本日は卓話よろしくお願い

致します。楽しみにしています。 

合計   5件 27,       5,000円 

累計  136件 181,000円 

会 長 報 告 島 利夫会長 

１． 地区よりロータリー財団セミナー開催のご

案内が届いております。日 時：10 月 13 日

（木） 15：00〜17：30場 所：メモワールプラ

ザソシア 21 4F「ウイング」 

２． 地区より RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 

登録のご案内が届いております。日 時：11

月 11 日（金） 17：45〜19：30 場 所：ヨコハ

マグランド インタコンチネンタルホテル 3F 

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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ボールルーム出席対象者：会長・幹事 

３． 地区より世界ポリオデーイベント フォトコン

テストのご案内が届いております。テーマ：

ポリオ根絶の想いを撮影したシーンやショッ

トを募集締 切：10 月 31 日（月） 詳細は回

覧致します。 

４． 地区より RLI（ﾛｰﾀﾘｰﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会）パ

ートⅡ開催のご案内が届いております。日 

時：10月 16日（日）9：00〜17：00場 所：聖

光学院中学校高等学校 詳細は回覧致し

ます。 

５． 地区より「世界ポリオデー」イベントの開催

のご案内が届いております。日 時：10 月

23 日（日） 13：00〜16：00 場 所：JR 桜木

町駅前広場 詳細は回覧致します。 

６． 地区より「世界ポリオデー」イベント参加と

映画「向田理髪店」鑑賞のチラシが届いて

おります。ポスティングしております。 

７． 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会よ

り、ハイライトよねやま 270 が届いておりま

す。回覧致します。 

８． 社会福祉法人神奈川県共同募金会より、

赤い羽根共同募金へのご協力のお願いが

届いております。 

（当クラブは、バッジにて協力） 

９． 社会福祉法人 川崎愛児園より広報誌が

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     9月 22日（木）  休会 

        10月 13日（木） 休会 

        11月 3日（木）  休会 

２． 会報受領 川崎中原 RC 川崎北 RC 回

覧致します。 

３． 本日例会終了後、クラブ協議会を開催致

します。関係各位のご出席をお願い致し

ます。 

４． 次週 10/4 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。 

５． ＜10月の予定＞ 

10/4   通常例会（50 周年リハーサル）  

例会終了後、理事役員会 

10/11   通常例会（50周年リハーサル） 

10/18   創立 50周年記念式典・祝賀会 

10/25   休会                     

 

 

 

 

卓   話 

紹介   渡邉 新治会員 

 
 

 

 
略 歴 

国学院大学を卒業後、川崎市役所に勤務。 

体調不良となり、市役所を退所。 

川崎郷土研究会の会員として、川崎 特に中原区 

を中心にその成果は、『川崎研究』に発表されてい 

ます。 

また、『原家四百年の人脈』は、原家の切望により、 

原家の人々と長い年月をかけて完成させました。 

幅広く地域の研究をされている方です。 

 

 
郷土史家 宮田 豊 様 
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