
              

 

 

   

 

 

 

 

 

 

【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   原 敏之会員（会場監督代理） 

 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 

小川 雄三様  川崎鷺沼ロータリークラブ 

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 

     10月 11月 プログラム 

   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 

   11月 8日 

会員お祝い 

米山奨学金授与式 

卓話 奥宮 京子様（弁護士） 

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 34 名 

8 名 

対象外 

（4） 

89.47％ 

欠 9名 

対象外 

（4） 

MU0 名 

 

86.84％ 

 

【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  大友 徹 会員  白井 正男会員 

伊藤 稔 会員   朝倉 和信会員  片岡 英之会員 

ニコニココーナー 齊藤かおり副会場監督 

小川 湧三様：お世話になります。 

島 利夫会長：さわやかな季節になってきました。川

崎中ロータリークラブ 50周年祝賀会が近

づきました。皆様のご協力をお願い致しま

す。 

川口 禮敬幹事：早くも 10月ですネ。今年も 3 ヵ月で

終わりです。悔いのないように過ごしまし

ょう。 

冨岡 昭一副会長：創立 50周年記念式典を迎えるに

あたり、本日はリハーサルを行いますが、

内藤実行委員長はじめ委員の皆様よろし

くお願いします。 

小島 徹会員：本日と 10/11米山記念の特別寄付の

受付を入口で行っております。皆様のご

理解・ご協力をよろしくお願い致します。 

鹿島 義久会員：本日の赤い羽根の社会奉仕委員会

で皆様に協力頂きましてありがとうござい

ました。 

細山 勝三郎会員：50周年リハーサルいよいよです。

本番目指してレッツゴー。 

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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金子 利昭会員：お世話になります。本日も例会よろ

しくお願い致します。 

内藤 幸彦会員：先月 9/27例会前に 50周年実行委

員会を開催致しました。あとは今日と次週

のリハーサルで式典本番を迎えます。『終

わり良ければ総て良し』の諺通り会員皆

様と一致協力して 50周年を成功させたい

と思います。どうぞよろしくお願い致しま

す。 

野口 新二会員：50周年記念事業の中、金婚のお祝

いを頂き誠にありがとうございます。 

合計   10件 27,     11,000円 

累計  146件 192,000円 

会 長 報 告 島 利夫会長 

１． 地区より 2022-23 年度 国際ロータリー第

2590 地区米山学友会 総会のご案内が届

いております。日 時：10月 15 日（土） 12：

20  受付 12 ： 20〜 13 ： 00  OB 交流会                

13：00〜14：30 総会 14：40〜16：00 奨学

生交流会場 所：新横浜グレイスホテル回

覧致します。 

２． 地区より第 55回神奈川県ロータリアン親睦

テニス大会のご案内が届いております。回

覧致します。 

３． 公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会

より 2021 年度事業報告書が届いておりま

す。回覧致します。 

幹 事 報 告 川口 禮敬幹事 

１． 例会変更 

川崎高津   10 月 13 日（木）  移動例会「養護

学校訪問」 

横浜南     10月 8日（土）   特別休会 

  10月 22日（土）  特別休会 

横浜あざみ  10月 12日（水）  休会 

川崎中央   10 月 3 日（月）  職場訪問 本所

防災館（防災体験ツアー） 

                      東京都墨田区横川 4-6-6 

              10月 10日（月）  休会 

                10月 31日（月）  休会 

川崎とどろき 10月 10 日（月）  休会 

  10月 17日（月） 振替休会（10/18 

（火）川崎中 RC50周年記念例会へ 

出席）  

           10月 24日（月）  休会 

           10月 31日（月）  夜間移動例会 

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。 

          

会員お祝い 

会員誕生日 
小島 満会員 
志村 修司会員  小林敏伸会員 
伊藤 稔 会員   大友 徹会員 
栗原 茂昭会員  片岡 英之会員 
一尾 亮輔会員  
入会記念日 
内藤 幸彦会員  市川 実 会員  
伊藤 稔 会員   野口 新二会員 
結婚記念日 
朝山 秀男会員  小泉 繁勝会員 
島 利夫 会員   貝田 充 会員 
渡邉 新治会員   栗原 茂昭会員 
野口 新二会員 
配偶者誕生日 
朝山 秀男会員 昌子様 

会員誕生日  

 
小島 満会員、志村 修司会員、栗原 茂昭会員 

一尾 亮輔会員 

 

金婚式のお祝い日 

 

野口 新二会員 



米山奨学金授与式 

 
顧 夢テイ 様 

 

 

創立50周年記念リハーサル 

 式典・祝賀会に関する確認事項の説明 

 
        内藤 幸彦 実行委員長 

 

 式典の進行に関する説明 

 
        萩原 ひとみ 式典部会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


