
              

 

 

   

 

 

 

 

 

 

【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」 

 お客様紹介 稲富 正行親睦活動委員長 

髙島 眞美様 川崎とどろきロータリークラブ 会長 

顧 夢テイ様  2022学年度米山奨学生 

 今後のプログラム予定 

     12月 プログラム 

   12月 20日 納 会 

   12月 27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 

41 名 32 名 

9 名 

対象外 

（5） 

88.89％ 

欠 0名 

対象外 

（0） 

MU0 名 

 

100％ 

 

【本日の欠席者】  三木 治一会員 長谷川俊雄会員  

齊藤かおり会員  原 敏之 会員  堀一 慶明会員  

小島 満 会員   朝山 秀男会員 小丸日出夫会員 

細山勝三郎会員 

ニコニココーナー 奥村 香会場監督（補） 

髙島 眞美様：「川崎中 RC50周年記念式典」とても

盛会でございました。心に残る素晴らしい

会員でした。本日は川崎とどろき RCの社

会奉仕事業でお伺い致しました。心臓移

植のための「このちゃん募金」を開始致し

ました。どうぞご協力の程よろしくお願い

致します。 

島 利夫会長：寒くなりました。コロナ・インフルエンザ

にご注意下さい。大東亜戦争の開戦は 81

年前のことです。ウクライナ戦争も早く終

わってもらいたいものです。 

川口 禮敬幹事今日は年次総会です。今年も残すと

ころ後一ヶ月あまりですね。 

冨岡 昭一副会長：お世話になります。 

佐川 陽子会員：先日は川崎市の外国人材セミナー

に貝田前会長に登壇頂きありがとうござ

いました。稲富さん・小島正徳さんにはセ

ミナー参加頂き感謝申し上げます。他の

皆様にも協力頂きお礼申し上げます。寒く

なりましたので皆様ご自愛ください。 

金子 利昭会員：年次総会です。よろしくお願い致し

ます。 

渡邉 新治会員：本日もよろしくお願い致します。 

白井 正男会員：今年も残り一カ月となりました。 

鹿島 義久会員：本日は中クラブ 50周年の記念誌委

員会に関係者の皆様大変ありがとうござ

いました。 

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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合計   9件 27,       9,000円 

累計  227件 350,000円 

会 長 報 告 島 利夫会長 

１． 国際ロータリーより 2022年 12月のロータリ

ーレートのお知らせが届いております。 

 2022年 12月 1＄＝138円  ご参考） 

2022年 11月 1＄＝148円 

２． 地区より第 54 回インターアクト年次大会の

お知らせが届いております。日 時：1 月 22

日（日）10：00〜15：30 予定場 所：聖光学

院中学校・高等学校詳細は回覧致します。 

３． 中原区役所地域振興課より令和 5 年中原

区諸団体合同新年賀詞交歓会のご案内が

届いております。日 時：1 月 10 日（火）場 

所：ホテル精養軒 2F 「飛翔」 

幹 事 報 告 川口 禮敬幹事 

１． 例会変更 

川崎幸   12月 16日（金）   年忘れ家族会 点鐘 

18：00 （インターコンチネンタル横浜）  

12月 23日（金）   休会 

        12月 30日（金）   休会 

 川崎麻生 12 月 16 日（金）  例会場変更 百合ヶ丘

カントリー俱楽部⇒琴平会館 

         幹事の日 点鐘 12：30 

 川崎    12月 15日（木）  移動例会 メークアップ

デスク（川崎日航ホテル 7F12：00〜12：30）

→年忘れ家族会（ローズホテル横浜 2F

ザ・グランドボールルーム 点鐘 12：00 

12月 29日（木）   休会 

1月 5日（木）     休会 

12月 29日（木）   休会                 

 川崎大師 12月 14日（水）  移動例会 年忘れ家 

族会 点鐘 18：00 

         12月 21日（水）  休会 

         12月 28日（水）  休会 

 横浜港北  12月 22日（木）  年末家族会（夜間例 

会） 

         12月 29日（木）  休会 

 川崎とどろき 12月 12日（月）  年忘れ家族会 点鐘 

18：00 

         12月 26日（月）  休 会 

２． 本日 12/6 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。 

お 祝 い ご と 

入会記念日 
島 利夫会員 
貝田 充会員  大友 徹会員 

結婚記念日 
原 敏之会員 
会員誕生日 
朝山 秀男会員  渡邉 新治会員 
長戸 隆彦会員  小島 正徳会員 

小島 正徳会員 長戸 隆彦会員 渡邉 新治会員 
 

このちゃんに心臓移植を 

募金ご協力のお願い 

川崎とどろきロータークラブ 高島 眞美会長 

 

 

 

 

 

 

 

 



米山奨学金授与式 

 

2022学年度米山奨学生 顧 夢テイさん 
 

年 次 総 会 

 

指名委員長（司会進行） 萩原 ひとみ会員 

 

立会人：金子 利明会員、奥村 香会員 

 

２０２３―２０２４年度 理事・役員候補者 

会長          長戸 隆彦  

副会長         小島 徹 

理事・クラブ奉仕    伊藤 稔 

理事・職業奉仕     稲富 正行 

理事・社会奉仕     原 敏之 

理事・国際奉仕     伊藤 稔 

理事・青少年奉仕    奥村 香 

直前会長        島 利夫 

会長エレクト      野口 新二 

 

幹事          大友 徹  

副幹事         小島 正徳 

会計          一尾 亮輔 

副会計         長谷山 尚城 

会場監督        齊藤 かおり 

副会場監督       奥村 香 

会計監査        小丸 日出夫 

 

満場一致にて承認されました。 

次年度、宜しくお願い致します。 

 

 

 


