
              

 

 

   

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

   年 忘 れ 家 族 会     

     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」 

 お客様紹介 稲富 正行親睦活動委員長 

吉崎 治様 第 2590地区第 2G補佐（川崎宮前 RC） 

田中 信男様 東京大森ロータリークラブ（元会員） 

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 1月 プログラム 

   12月 27日 休 会 

   1月 3日 休 会 

   1月 10日 
新春初例会 会員お祝い 

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 

41 名 37 名 
4 名 

対象外 
94.87％ 

欠 8名 

対象外 
MU0 名 

 

91.89％ 

（2） （5）  

【本日の欠席者】  三木 治一会員 長谷川俊雄会員    

朝倉 和信会員  金子 利昭会員 

ニコニココーナー 齊藤かおり副会場監 

吉崎 治様：年忘れ家族会、お世話になります。 

田中 信男様：本日はお招きありがとうございます。

楽しみたいと思います。 

髙島 眞美様：この度は「このちゃん募金」に多額にご

協力を頂き心より感謝申し上げます。「こ

のちゃんを救う会」宛に振り込みをいたし

ましたことをここにご報告いたします。本

日は「年忘れ家族会」おめでとうございま

す。大勢のご家族のご参加でご盛会のこ

とと存じます。今宵楽しいひと時をお過ご

しになられますことを祈念申し上げます。 

島 利夫会長：今年も無事に終わりそうです。ご協力

ありがとうございました。全世界に平和な

幸せな年が訪れますように。 

川口 禮敬幹事：年忘れ家族会大いに楽しみましょ

う。今年一年皆様には大変お世話になり

ました。来年もよろしくお願い致します。 

冨岡 昭一副会長：親睦活動委員の皆様一同、本日

はお世話になります。 

市川 実会員：メリークリスマス。 

白井 正男会員：本日の家族会、大変お世話になりま

す。 

鹿島 義久会員：本日はよろしくお願い致します。 

 利昭会員：年次総会です。よろしくお願い致します。 

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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堀一 慶明会員：今日はありがとうございます。良い

音楽が聴けてごちそうがあって幸福です。 

小泉 繁勝会員：久しぶりの家族会楽しみにしていま

した。関係各位の皆様ありがとうございま

す。 

細山 勝三郎会員：創立 50周年の家族会誠におめ

でとうございます。皆でお祝いしたいで

す。 

萩原 ひとみ会員：本日は家族会、本当に嬉しいで

す。どうぞよろしくお願い致します。 

小島 満会員：親睦委員の皆様・SAAの皆様本日は

お世話になります。 

長谷山 尚城会員：メリークリスマス！！ 

小島 徹会員：家族会お世話になります。 

稲富 正行会員：年忘れ家族会にご参加頂きありが

とうございます。お楽しみ頂けますよう頑

張ります。 

内藤 幸彦会員：親睦さん・SA さんご苦労様です。今

日は家内と次女と孫 3人で出席させて頂

きました。琴平さん・月嶹様演奏楽しみで

す。今年 1年皆様お世話になりました。 

長戸 隆彦会員：久しぶりの家族会ですね。 

伊藤 稔会員：本日はお世話になります。 

叶野 聡会員：本日の年忘れ家族会よろしくお願い致

します。 

小丸 日出夫会員：今日は楽しい家族会です。一年

間ありがとうございました。来年もよろしく

お願い致します。 

廣山 宗一会員：よろしくお願い致します。 

原 敏之会員：本日よろしくお願い致します。 

渡邉 新治会員：   〃 

井上 裕司会員：   〃 

佐川 陽子会員：   〃 

貝田 充会員：    〃 

中山 武夫会員：   〃 

合計   29件 27,      34,000円 

累計  256件 384,000円 

 

＜米山奨学生を囲む集い＞ 
日時：12月 4日（日） 

場所：崎陽軒 本店 

米山奨学生の対面交流が行われロータリーの精神を

学び理解する機会となりました。 

 

 

 

 

野口米山カウンセラーと 

米山奨学生 顧 夢テイさん 

 

会 長 報 告 島 利夫会長 

（今回はございません） 

幹 事 報 告 川口 禮敬幹事 

（今回はございません） 

 

年 忘 れ 家 族 会 

 

開会のことば 

冨岡 昭一副会長 

 

会長挨拶 

島 利夫会長 

 

川崎中ロータリクラブ家族会 会長挨拶 

会長の 島 でございます。 今日は多くの

ご家族の皆さまにおいでいただきありがとうご

ざいます。会員がロータリークラブ活動ができ

るのは ご家族のご理解や会社の職員の理解と

協力のお陰と感謝いたしております。  



ロータリークラブはそれぞれ日夜世のため人

のために良く働き、これをロータリークラブの

言葉で言えば職業奉仕と言っています。更にロ

ータリークラブ会員は日本のみならず世界の経

済的、環境、教育、病気などに困っている人々

に経済的に援助しています。これを社会奉仕と

言ってロータリークラブの大きな目標です。 

今年 1年を振り返りますと大きなことは２つ

あります。  

1.コロナ感染が収まらず 人々の活動が制限

され、経済が低迷していることです。コロナは

インフルエンザのように続くでしょう。私はロ

ータリークラブの感染予防を第 1に考え、 例

会を継続します。 また徐々に今までの生活に

戻ることになると考えています。 

2.今年の２月 24日のロシアがウクライナに

攻め入り、東欧で戦争が始まり現在も続き厳し

い冬の中悲惨な状況がつづいています。テレビ

で見ることができます。81年前日本帝国海軍は

ハワイ真珠湾攻撃を行いました。 半年でやめ

るつもりがそのあと 4年 8ヶ月戦争し惨敗しま

した。富山大空襲では町の 99.5％が若草山の野

焼きのように焼き尽くされ、どの家からも雪を

頂く立山連峰が清々しく見渡されました。正に

国破れて山河ありの感じでした。 

戦争の歴史は繰り返します。これからの卓話

で昭和の歴史を学びます。子供、孫の代に戦争

にならないようにどうすればいいか考えましょ

う。 

この 1年それぞれのご家庭で生涯忘れられな

い大きな喜びのあった方、悲しみのあった方な

どいろいろあったことと思います。 

来年は平和で幸せな年になることを願ってお

ります。 

今日は大いに皆様と楽しみましょう。ありが

とうございます。 

 

 

 

 

来賓ご挨拶 

第２グループガバナー補佐 吉崎 始様 

 

乾 杯 

貝田 充直前会長 

 

ご家族紹介 

伊藤 稔親睦活動副委員長 

 

 

 

 



ハーブ＆バイオリンコンサート 

 
月嶹 アミ様      琴平 メイ様 

 

名前ビンゴ 

 
 

手に手つないで 

 
ソングリーダー 栗原 茂昭会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉会のことば 

 
長戸 隆彦次期会長 

 

 ３年ぶりに『年忘れ家族会』を開催することが出来 

ました。ご家族の皆様、会員の皆様のご協力により 

盛況に終わらせることができ、感謝申し上げます。 

 有難うございました。 


