
              

 

 

   

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

   納        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 

         「それでこそロータリー」 

 お客様紹介 小島 正徳親睦活動委員 

＊お客様はございませんでした。 

 今後のプログラム予定 

     1月 プログラム 

1月 17日 休 会 

1月 24日 
卓話 米山奨学生  

顧 夢テイさん 

   1月 31日 休 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 35 名 

6 名 

対象外 

（4） 

94.59％ 

欠 7名 

対象外 

（5） 

MU2 名 

 

94.44％ 

 

【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  堀一 慶明会員  鹿島 義久会員 

小島 徹 会員 

ニコニココーナー 齊藤かおり副会場監 

島 利夫会長：今年は皆様に大変お世話になり、50

周年記念式典も無事に終わりありがとうご

ざいました。来年はコロナ・戦争が終わり

ますよう願っています。 

川口 禮敬幹事：年今年一年間、皆様には大変お世

話になりました。良き新年を迎えて下さ

い。 

冨岡 昭一副会長：年のせいか一年が早いと感じま

す。今日は納会日です。お世話になりまし

た。来年もよろしくお願いします。 

朝山 秀男会員：本年も半年を終わろうとしています

が大きな行事も重なりご苦労様でした。ま

たお世話になりました。来る年よろしく。 

市川 実会員：今年度も半分過ぎました。来年もよろ

しくお願いします。 

白井 正男会員：本年も会長幹事・役員会員の皆様

大変お世話になりました。良いお年を。 

金子 利昭会員：今年もコロナに泣かされました。来

年こそ良い年になりますようお願いしま

す。 

小泉 繁勝会員：今年の最終例会を迎えて色々思い

出します。皆様お世話になりました。 

稲富 正行会員：本年はお世話になりました。良い年

をお迎え下さい。 

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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内藤 幸彦会員：相変わらずのコロナ禍ではありまし

たが、50周年記念行事も無事終了しご苦

労様でした。令和 5年は更に幸せな一年

になりますように皆様と力を合わせていき

たいと思います。 

長戸 隆彦会員：今年も終わりに近づいてきました

ね。寒いので皆様お体に気をつけて下さ

い。 

小丸 日出夫会員：島会長年度が早くも半年過ぎまし

た。コロナ禍の中での例会運営には大変

ご苦労されたと思いますが、我々会員は

安心して例会を楽しむことができました。

残りの半年もよろしくお願いします。 

廣山 宗一会員：今年も大変お世話になりました。来

年度もよろしく。 

渡邉 新治会員：家族会では孫たちが大変お騒がせ

しました。本日もよろしくお願い致します。   

井上 裕司会員：今年もお世話になりました。来年も

よろしくお願い致します。良いお年をお迎

え下さい。 

貝田 充会員：皆様今年も一年間大変お世話になり

ました。どうぞ良いお年をお迎え下さい。 

中山 武夫会員：本年も最後の例会になりました。皆

様お世話になりました。 

合計   17件 27,      18,000円 

累計  273件 402,000円 

  

会 長 報 告 島 利夫会長 

１． 地区より 2022-23年度第 39 回青少年指導

者プログラム（RYLA）のチラシ・申込書が届

いております。ポスティングしております。 

２． 地区より 2022 年ロータリー定款・細則の日

本語改訂版公開のご案内が届いておりま 

す。詳細は回覧致します。 

３． 地区より 2023年メルボルン国際大会、地区

ナイト及び日本人親善朝食会のご案内と旅

行プランのご紹介が届いております。回覧

致します。 

４． 中原消防署より令和 5 年中原地区消防出

初式のご案内が届いております。日 時：1

月 8日（日）場 所：等々力緑地催し物広場 

５． 2023-24 年度地区補助金プロジェクトの募

集をしております。実施希望のプロジェクト

がございましたら会長エレクト（長戸会員）

までお申し出ください。 

６． 中原警察署より令和 5年武道始式および警

察官友の会賀詞交歓会のご案内が届いて

おります。＜武道始式＞日 時：1 月 26 日

（木）15：30〜17：00 場 所：中原警察署 6F

道場＜賀詞交歓会＞日 時：1月 26日（木）

17：15〜場 所：中原警察署 5F講堂 

幹 事 報 告 川口 禮敬幹事 

１． 例会変更 

横浜あざみ  12月 21日（水）移動例会 点鐘 12：30 

         クリスマス会 ステーキむら 

         12月 28日（水）  休会 

川崎中央   12月 19日（月）→18日（日）に変更 点 

鐘 13：00 クリスマス家族会 川崎日航 

ホテル 

         12月 26日（月）  休会 

         1月 2日（月）   休会 

         1月 9日（月）    休会 

         1月 16日（月） →11日（水）に変更 点 

鐘 12：30新春 4クラブ合同例会 川崎 

日航ホテル 

川崎マリーン 1月 5日（木）   休会 

         1月 12日（木） →11日（水）新春 4 ク 

ラブ合同例会 点鐘 12：30川崎日航ホ 

テル 

          1月 26日（木） 昼例会→夜間例会に 

変更 富津シティ RC合同川崎大師参 

拝・合同夜間例会 

川崎西    12月 30日（金）  休会 

川崎大師   1月 4日（水）   休会 

         1月 11日（水） 新春 4クラブ合同例会 

点鐘 12：30 川崎日航ホテル 12F鳳凰 

の間   

新川崎    12月 21日（水） 移動例会 点鐘 18：00 

         12月 28日（水）  休会 

         1月 4日（水）    休会 

         1月 18日（水）   職場訪問例会 

         1月 25日（水）   休会 

川崎鷺沼   12月 21日（水）  移動夜間例会年末 

家族会 点鐘 18：00二子玉川エクセル 

東急「たまがわ」 

         12月 28日（水）  休会 

         1月 4日（水）   休会 

         1月 11日（水） 夜間例会 点鐘 18：00 

         1月 25日（水）   休会 

川崎北    12月 21日（水） 年忘れ家族会 

点鐘 18：00ハイアットリージェンシー横浜 

         12月 28日（水）  休会 

         1月 4日（水）   休会 

川崎とどろき 1月 2日（月）   休会 

         1月 9日（月）    休会 

         1月 30日（月）   休会          

２． 年会費 2023/1〜3 月分 87,000 円を 1/3

（火）にご指定の口座より引落しさせて頂

きます。現金で納入の方は 1 月例会時に

お願いします。内訳）会費 75,000円＋地区

資金 6,000円＋R財団寄付積立 6,000円 



３． 年明け 1/10 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。 

４． ＜1月の予定＞ 

1/3  休会 

1/10新春初例会 例会終了後理事役員会 

1/17 休会 

1/24 通常例会 

1/31 休会 

５． 事務局閉館日    12/27（火）〜1/4（水） 
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第 53回米山功労クラブ感謝状 
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米山功労者 

小島満会員、白井正雄会員、堀一慶明会員 

市川実会員、野口新二会員、細山勝三郎会員 

伊藤稔会員、長戸隆彦会員、朝倉和信会員 

大友徹会員 

 

 

ポールハリスフェロー 

市川実会員、長谷川俊雄会員、金子利明会員 
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