
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1379回 （本年度 17回）  
平成 28年 11月 20～21日(日～月) 
 
一 泊 親 睦 移 動 例 会 
於：星野リゾート「界」伊東 

 
第一部 例会 点鐘 戸張 裕康 会長 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

＊18：30 に浴衣姿の戸張会長の点鍾により 

例会がスタートしました。 

司  会   江口 進 会場監督 
 

唱  和  「四つのテスト」 
 

会員出席報告 山本 剛 親睦・出席副委員長 

欠席者： 今井会員、神谷会員、小林会員、工藤会員、高木会員 

     宮崎会員、坂本会員、堤会員 
 

 

お客様紹介   戸張 裕康  会 長 
 

丁
テイ

 中斐
チュウヒ

 君
くん

（米山奨学生） 
 ＊今回の行事に丁君は、最初から最後まで一緒に 

同行してくれました。  
ニコニコ報告 山本 剛 親睦・出席副委員長 

 
「みんなニコニコ」 
 丁君親睦例会にようこそ！！！ 
戸張 裕康 会員・都倉 八重子 会員・河合 束 会員 

若狭 滋則 会員・会田 公雄 会員・東出 隆裕 会員 

高瀬 建夫 会員・小泉 正博 会員・山本  剛 会員 

市川 功一 会員 

 

第二部 懇親会 
 
＊高瀬建夫親睦・出席委員長の開会宣言、そして
市川直前会長の乾杯で懇親会がスタートしました。 

 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

26名  12名 14名 60.00％ 

前々回(11月 12日)欠席 0名 Make up 0名 100％ 

ニコニコボックス 本日 10,000 円 累計 309,000 円 

記念日ニコニコ 本日    0 円 累計 40,000 円 

 

 
 

 

川崎中原ロータリークラブ会報 川崎中原ロータリークラブ会報 

◆例会場 ホテル精養軒 第１・第３木曜日 PM12:30～ 第 2・第４木曜日 AM7:30～ TEL:044-711-8855 
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『人類に奉仕するロータリー』 Rotary Serving Humanity 

ＲＩ会長 ジョン・ジャーム 第２５９０地区ガバナー 高良 明 



＊遅れて到着した徳安会員を交えて全員で記念撮影。 

＊丁君も隣の若狭さんにつられてよく飲んでおしゃべり

をしていました。聞く話によると、予算がオバーする
くらいアルコールが進んだそうです。 

＊高瀬委員長の手拍子で 1 次会は終了しましたが、その
後の 2 次会はエンターテーナーが多く、大変盛り上が
ったようで、心行くまで楽しまれたようです。 
また行きましょう！！！ 

 

 会長報告  戸張 裕康会長（12月 1日） 
◇ 理事会報告（11月 17日分） 
 １．会長案件 

 ①神奈川県 RC親睦ﾁｬﾘﾃｨ野球大会「優勝」の報告 
 ②㈱証券ｼﾞｬﾊﾟﾝ元住吉支店長 堤 研司会員 11月 17日

入会式 親睦委員会､情報集会Ｄグループ所属 
※若狭委員長、坂本会員、堤会員の研修（情報教育）
をお願い致します 

 ③副ＳＡＡ欠員補填：小林正樹会員、髙木謙太郎会員 
 ④6RC合同新年賀詞交歓例会 会費:10,000 円/人 
 ⑤細則改正の件（会計・副幹事を理事会ﾒﾝﾊﾞｰとする件） 

会計は決定。副幹事は、被選理事会にて検討する。 
 ⑥規定審議会決議による変更事項のアンケート： 

12月 1日の年次総会後にアンケート配付   
２．クラブ奉仕委員会より 
 ①プログラムについて  

12月 22日の卓話は 15 分位延長の可能性あり 
②11月 20日(日)-21日(月) 親睦旅行  

昼食後、城ヶ崎見学 軽装でｏｋ 
③12月 8 日(木) 年末家族会 フィオーレの森 

点鐘 18：00 内容など前回通り 
３．その他 

 ① 川崎寺子屋食堂の件 来期から始まるプロジ
ェクトなので立ち寄ってから様子を見る 

 ② 社会保険事務所の件 宮崎会員の事務所に依
頼 5,000円/月（負担割合は北 RCと協議） 

********************************************************** 
１．理事会報告（12月 1日分） 
２．地区からの来信 
 ①地区大会無事終了の礼状を頂戴しております。 

②ガバナーノミニー候補者推薦に関する文書が届
いております。 

③インターアクト年次大会開催のお知らせ 
  2017年 1月 29 日(日)9：30-16：00    

桐蔭学園高等学校 
④ロータリーリーダーシップ研究会（ＲＬＩ）パ
ートⅢ 開催のご案内が届いております。 

 2016年 12月 18日(日) 9：30-17：30  
３．川崎とどろき RCより、創立 20周年記念式典の

礼状を頂戴しております。  
４．12月 8日の年末家族会と６ＲＣ合同賀詞交歓例

会のご案内状を配付・郵送させて頂きました。 
  ご家族の皆様もお誘いいただき、奮ってご参加

ください。  
５．他クラブ例会臨時変更  
●川崎宮前 RC   

12月 13日(火) 年忘れ家族会 点鐘 18：00 
ｾﾙﾘｱﾝﾀﾜｰ東急ﾎﾃﾙ 

1 月 3 日(火)   休会 
1 月 10日⇒11日(水) 6RC合同例会 点鐘 18：30  

ﾖｺﾊﾏｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ 
●川崎麻生 RC  

12月 16日(金) ｸﾘｽﾏｽ家族会 点鐘 17：30 
12月 23日(祝)・30日(金)・1月 6日(金) 休会 
1 月 13日(金)  夜間移動例会 柿生「とん鈴」 

●川崎大師 RC   
12月 21日(水) 年忘れ家族会 点鐘 18：00 

ﾎﾃﾙﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ   
12月 28日(水)・1 月 4日(水) 休会 
1 月 11日(水)を 10 日(火)に変更 点鐘 12：30 

新春 4RC 合同例会 川崎日航ﾎﾃ  
●川崎西北 RC   

12月 22日⇒21 日(水)  年末家族会  
12月 29日(木)・1 月 5日(木) 休会 

 

【川崎とどろきRC創立20周年記念式典に参加して】 

 


