
              

 

 

   

 

 

 

 

 

 

【2022-23 年度 地区方針】   「ロータリーの再生」  ―新たな挑戦― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 創立 50周年記念式典・祝賀会     

 

 記念式典プログラム  

＜ホテル精養軒 1F パレドール 15：00〜16：37＞ 

司会 萩原 ひとみ 

【第一部】 

1.点鐘                会長 島 利夫 

2.開会の言葉    副実行委員長 小泉 繁勝 

3.国歌・ロータリーソング・クラブソング斉唱 

「君が代」「我らの生業」/「川崎中クラブソング」 

ソングリーダー 稲富 正行 

4.来賓紹介             幹事 川口 禮敬 

5.ビジター紹介   親睦活動委員長 稲富 正行 

6.実行委員長挨拶    実行委員長 内藤 幸彦 

7.会長挨拶              会長 島 利夫 

8.記念事業目録贈呈        会長 島 利夫 

（川崎市・ロータリー財団・米山奨学会） 

                      会長 島 利夫 

9.感謝状贈呈             会長 島 利夫 

10.来賓祝辞 川崎市長福田紀彦様代理 

               中原区長 板橋 茂夫様 

       第 2590 地区ガバナー 志村 雄治様 

スポンサークラブ川崎北 RC 会長 横山 芳春様 

11.ニコニコ報告          SAA 片岡 英之 

12.閉会の言葉    副実行委員長 志村 修司 

13.閉会の点鐘            会長 島 利夫 

【第二部】 

1. 記念講演 特定非営利活動法人 

          国境なき医師団日本 遠藤 大様 

「国境なき医師団の南スーダン医療援助」 

2. 謝辞             会長 島利夫 

3. 閉会挨拶               司会 

  記念祝賀会プログラム  

＜ホテル精養軒 2F 飛翔 17：00〜18：30＞ 

司会 長谷山 尚城・齊藤 かおり 

1.開会の言葉       副実行委員長 鹿島 義久 

2.会長挨拶                会長 島 利夫 

3.来賓挨拶          川崎市長 福田 紀彦様 

      第 2590 地区パストガバナー  轟 淳次様 

4.乾杯        第 2Gガバナー補佐 吉崎 治様 

5.ソングショー      安達 星来さん・空乃みゆさん 

6.50 周年の歌       ソングリーダー 佐川 陽子 

7.ロータリーソング 「手に手つないで」 

                ソングリーダー 栗原 茂昭 

8.閉会の言葉        副実行委員長 志村 修司 

 今後のプログラム予定 

     11月 プログラム 

   11月 22日 休 会 

   11月 29日 
卓話 チベット写真家 

高野 勇様 

 

 

会   長     島 利夫 

副 会 長     冨岡 昭一 
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出 席 報 告 （式典内では省略） 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

42 名 42 名 

0 名 

対象外 

（0） 

100％ 

欠 8名 

対象外 

（4） 

MU0 名 

 

89.47％ 

 

【本日の欠席者】 なし 

ニコニココーナー 片岡 英之 SAA 

故小川 慶一会員ご家族様：島会長が、故小川会員

のご家族からお預かりしました。生花小原

流の先生で、長く当クラブでお世話になり

ました。 

田中 信男様：50周年おめでとうございます。 

小川 湧三様：50周年おめでとうございます。 

横山 芳春様：川崎中ロータリークラブ創立 50周年、

誠におめでとうございます。本日は、お招

きありがとうございます。貴クラブの更なる

発展と、会員の皆様のご健勝を心よりご

祈念申し上げます。 

神谷 直様・内藤 松雄様：創立 50周年おめでとうご

ざいます。川崎中ロータリークラブの益々

の発展をご祈念申し上げます。 

島 利夫会長：川崎中ロータリークラブ創立 50周年

記念の日にあたり、偉大な諸先輩に敬意

を表します。 

川口 禮敬幹事：創立 50周年おめでとうございます。

100年を目指して頑張りましょう。 

冨岡 昭一副会長：本日は川崎中 RC創立 50周年

記念式典を開催され誠におめでとうござ

います。 

内藤 幸彦会員：創立 50周年式典を迎えます。川崎

中ＲＣ50周年を振返り、会員全員の力で

一致団結し有意義な式典・祝賀会を楽し

みましょう。 

小林 敏伸会員：クラブ創立時の全ての先人に感謝

です。 

堀一 慶明会員：50周年おめでとうございます。 

市川 実会員：川崎中ロータリークラブ祝 50周年。 

白井 正男会員：創立 50周年記念おめでとうござい

ます。 

稲富 正行会員：50周年おめでとうございます。 

小丸 日出夫会員：創立 50周年おめでとうございま

す。記念式典に川崎市長・第 2590地区

志村ガバナー他大勢のお客様にご出席

頂き誠にありがとうございます。 

細山 勝三郎会員：川崎中ロータリークラブ創立 50

周年記念誠におめでとうございます。 

鹿島 義久会員：本日は川崎中ロータリークラブ 50

周年おめでとうございます。 

叶野 聡会員：創立 50周年を向えて、これからもよろ

しくお願いします。 

栗原 茂昭会員：創立 50周年おめでとうございます。

ソングショー楽しみにしています。 

 

伊藤 稔会員：創立 50周年を祝して 

志村 修司会員：  〃 

原 敏之会員：   〃 

金子 利昭会員：創立 50周年おめでとうございます。 

小島 満会員：  〃 

市川 宏会員：  〃 

小島 正徳会員： 〃 

小島 徹会員：  〃 

貝田 充会員：  〃 

一尾 亮輔会員： 〃 

野口 新二会員： 〃 

中山 武夫会員： 〃 

大友 徹会員：  〃 

片岡 英之会員： 〃 

奥村 香会員：  〃 

廣山 宗一会員： 〃 

朝山 秀男会員： 〃 

井上 裕司会員： 〃 

渡邉 新治会員： 〃 

佐川 陽子会員： 〃 

小泉 繁勝会員： 〃 

長戸 隆彦会員： 〃 

萩原 ひとみ会員：50周年おめでとうございます。本

日はどうぞよろしくお願い致します。 

齊藤 かおり会員：50周年おめでとうございます。よ

ろしくお願いします。 

長谷山 尚城会員：  〃 

 

合計   45件 27,     116,000円 

累計  198件 315,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中原区民祭 10月 16日開催 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

創立50周年記念式典・祝賀会 

記念式典 

 

司会 萩原ひとみ 会員 

 

 

実行委員長挨拶 内藤幸彦 実行委員長 

 

 

会長挨拶 島利夫 会長 

 

 



 

川崎市緑化基金へ金一封の目録贈呈  

川崎市長福田紀彦様代理 

中原区長 板橋茂夫 様 

 

ロータリー財団とロータリー米山記念奨学会へ 

金一封の目録贈呈  ガバナー 志村雄治 様 

 

来賓祝辞 

 

中原区長 板橋茂夫 様 

 

 

 

ガバナー 志村雄治 様 

 

 

 

川崎北ロータリークラブ会長 横山芳晴 様 

 

 

記念講演 

 

特定非営利活動法人国境なき医師団日本 

遠藤大 様 

 



祝賀会 

ご来賓挨拶 

 

川崎市長 福田紀彦 様 

 

 

パストガバナー 轟淳次 様 

 

 

ガバナー補佐 吉崎治様の乾杯 

 

 

 

 

ソングショー 

 

安達星来さん、空乃みゆさん 

 

 

創立 50周年記念クラブソング斉唱 

「拓け未来へ 拡げる友の輪」 

 

創立 50周年記念撮影 

ご来賓の方々、会員のご家族及び会員の皆様の 

ご協力により、50周年記念式典・祝賀会を盛況 

のうちに閉会しました。感謝申し上げます。 


