
              

 

 

   

 

 

 

 

 

 

【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 

         「我らの生業」 

クラブソング  「拓け未来へ 拡げる友の輪」 

 お客様紹介 原 敏之親睦活動委員 

＊お客様はございませんでした。 

 今後のプログラム予定 

     11月 プログラム 

   11月 15日 

振替休会 

（11/11-12地区大会 移動例

会の振替） 

   11月 22日 休 会 

   11月 29日 
卓話 チベット写真家 

高野 勇様 

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 38 名 

4 名 

対象外 

（3） 

97.44％ 

欠 7名 

対象外 

（5） 

MU0 名 

 

94.59％ 

 

【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  小丸日出夫会員 

ニコニココーナー 齊藤かおり副会場監督 

島 利夫会長：川崎中ロータリークラブ創立 50周年

記念祝賀会の準備に皆様ご苦労様です。

よろしくお願い致します。 

川口 禮敬幹事：いよいよ 50周年行事が近づいてき

ました。皆で頑張りましょう。 

冨岡 昭一副会長：お世話になります。 

小島 徹会員：米山奨学金特別寄付金について皆様

のご協力大変ありがとうございます。例会

場での受付は本日迄ですが、10/31迄事

務局で受付ております。よろしくお願い致

します。 

細山 勝三郎会員：祝賀会リハーサルご苦労様で

す。 

内藤 幸彦会員：50周年式典本番まであと 1週間に

なりました。今日の秋晴れの天気の様だ

と良いのですが。皆様の全員一致のご協

力よろしくお願い致します。 

朝倉 和信会員：リハーサルご苦労様です。よろしく

お願い致します。 

合計   7件 27,       7,000円 

累計  153件 199,000円 

会 長 報 告 島 利夫会長 

１． 地区より「卓話バンク」と「Web ロータリアン

マップ」についてのご案内が届いております。

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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詳細は回覧致します。 

幹 事 報 告 川口 禮敬幹事 

１． 例会変更 

川崎宮前   10 月 11 日（火）一泊移動例会 点鐘

18：00  箱根湯本河鹿荘 

         10月 16日（日）    移動例会：宮前 

区民祭バザー出店  点鐘 9 ： 00                         

（宮前区役所広場） 

10月 18日（火） 振替休会（10/16分） 

川崎大師  10月 12日（水）  休会 

10月 19日（水）   職場訪問移動例会 

三菱地所横浜支店 例会：横浜ベイシ 

ェラトンホテル 3F彩龍 点鐘 18：00 

川崎麻生  10月 21日（金） 10/27（木）へ変更 

 川崎百合丘 RC との合同 クリーン作 

戦新百合ヶ丘駅周辺清掃活動 15時 

開始 終了後懇親会 アサオガーデン 

２． 川崎鷺沼ロータリークラブより夜間例会の

ご案内が届いております。日 時：11月 15

日（火） 点鐘 18：00（〜20：00）場 所：

HOTEL ARU KSP 3 階 KSP ホール卓 

話:：「新しい政令都市の在り方」 川崎市

長 福田 紀彦様懇親会：コンサート 歌

手 奈良原様・ピアノ演奏者 下岡様紹介 

詳細は回覧致します。登録ご希望の方は

10/31（月）までに事務局までお願い致し

ます。 

３． ＜10・11月の予定＞ 

10/25 休会 

11/1  休会 

11/8  通常例会 例会終了後、理事役員会 

11/15 振替休会（11/11-12地区大会 移動 

例会の振替） 

11/22 休会 

11/29 通常例会 

４． 次週、創立 50周年記念式典・祝賀会には

ロータリーバッジの着用をお願い致します。 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創立50周年記念リハーサル 

 祝賀会の進行に関する説明 

 
    斎藤かおり会員、長谷山尚樹会員 

 

 

 

 

 

 

 


