
第 2グループ 6ＲＣ合同 賀詞交歓例会 

2017 年 1 月 11 日（水）点鍾 18 時 30 分 

ヨコハマグランド インターコンチネンタル 

                 3Ｆ「パシフィックルーム」 

【例会】        司会進行：江口 進 川崎中原ＲＣ 

18：30 開会の点鍾   

戸張 裕康 川崎中原ＲＣ 会長 

斉 唱  「君が代」・「奉仕の理想」 

ソングリーダー：市川 功一 川崎中原ＲＣ 

18：35 お客様紹介    高瀬 建夫 川崎中原ＲＣ              

18：40 ご挨拶並びに次年度ガバナー補佐の紹介 

    石塚 勝 ガバナー補佐 川崎鷺沼ＲＣ 

18：45 ご挨拶 

    内藤 幸彦 次年度ガバナー補佐 川崎中ＲＣ 

18：50 閉会の点鍾 

    松波 登 川崎北ＲＣ 会長  

（休憩） 

【懇親会】   司会進行：野口 隆一 川崎北ＲＣ 

19：00 開会の言葉・出演者紹介 

松波 登 川崎北ＲＣ 会長 

19：05 鏡開き 各クラブの年男・年女 

19：10 乾 杯  

    小泉 正博 直前ガバナー補佐 川崎中原ＲＣ 

    ディナータイム・懇 談 

    雪村いづみ・田口やすひこ ショータイム 

    花束贈呈  都倉八重子 川崎中原ＲＣ幹事 

            内藤富美子 川崎とどろきＲＣ 

20：50 閉会の言葉  大塚 正一 川崎北ＲＣ幹事 

                 会長エレクト 

20：55 フィナーレ 「手に手つないで」 

ソングリーダー：山川 哲史 川崎北ＲＣ 

 

2016－17 年度幹事クラブ 川崎北ＲＣ・川崎中原ＲC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1384回 （本年度 22回）  
平成 29年 1月 11日(水) 
 

 

開会宣言 江口ＳＡＡの開会宣言です。 
 
＊「例会」の司会を仰せつかり、

どことなく緊張している様子

が伺えます。 
 

 
 

開会の点鍾 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊戸張会長の開会の点鐘で会がスタートしました。 

《斉 唱》        《お客様紹介》 

指揮；市川ソングリーダー  高瀬親睦委員長 
 

現・次年度 ガバナー補佐の挨拶 

石塚ガバナー補佐    内藤次年度ガバナー補佐 

 

 

 
 

 

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 



懇 親 会  

松波 川崎北 RC会長 

「懇親会開会宣言」 

そして 

「雪村いづみ」さん 

「田口やすひこ」さんの 

ご紹介がありました。 

 

《年男による鏡割り》  

 

  

《小泉直前ＰＡＧの乾杯》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＊「雪村いづみさん」と「田口やすひこさん」の 
素晴らしい熱唱で大いに盛り上がりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
＊楽しませてくださった両歌手へ、 
都倉会員と内藤会員により花束の贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員出席報告  

欠席者：今井会員、小林会員、工藤会員、坂本会員、髙木会員 

徳安会員、堤会員、若狭会員、山本会員 

ニコニコ報告 
 
◆「みんなニコニコ」合同例会を祝して！！！ 
戸張裕康会員・髙瀬建夫会員・江口 進会員 
会田公雄会員・市川功一会員・小泉正博会員 
東出隆裕会員・ＭｒSAZUKI会員・河合 束会員 
宮崎玲児会員・神谷 直会員 

 

 会長報告  戸張裕康 会長（1月 19 日分） 

１．理事会報告 

２．地区からの来信 
 ①高良ガバナーより、新年のご挨拶状を頂戴しております。 
 ②アトランタ国際大会日本人親善朝食会のご案内 
  日時：2017年 6月 11日(日) 7：00-9：00 
  開場：ハイアット リージェンシー アトランタ地下 1階 
  会費：10,000円/人 ※ポリオへの寄付 26.5 ﾄﾞﾙ含む 
 ③会長･幹事セミナー②開催のご案内が届いております。 
  日時：2017年 2月 16日(木) 15：00-17：30 
  場所：メモワールプラザソシア２１ 4階 
 ④期間終了ﾛｰﾀﾘｰ米山奨学生修了式・歓送会のご案内 
  日時：2017年 2月 26日（日）17：00-20：00 
  場所：ホテルキャメロットジャパン 
 ⑤2017-18 年度Ｒ財団プログラムに参加頂くための「クラブ

の参加資格認定：覚書（MOU）」提出依頼 
 ※2017-18 年度 髙瀬建夫会長、2018-19 年度 小泉正博会長

のご署名をいただいて提出いたします。 
 ⑥『2016-19 年度版クラブを成功に導くリーダーシップ』（旧

クラブ役員キット）が届いております。 
 ※2017-18 年度 髙瀬会長にお渡し致します。  
３．川崎市内高等学校定時制教育振興会より、卓話の礼状が 

届いております。（回覧）  
４．Ｒ財団および米山記念奨学会への寄付の表彰品お渡し 

・マルチプルポールハリスフェロー襟ピン： 
島田叔昌会員+3 会田公雄会員+2 

・ポール ハリス フェロー認証状と襟ピン： 
都倉八重子会員 

・米山功労者マルチプル感謝状： 
山田一之会員(第 5 回)、若狭滋則会員(第 5回)、 
原 秀元会員(第 3 回)、戸張裕康会員(第 2回)  

５．新川崎 RCより、2017年よりクラブ例会はすべて夜間例会

とのご連絡が届いております。川崎日航ﾎﾃﾙ 点鐘 18：30 
 
６．他クラブ例会臨時変更  

●新川崎 RC 
2 月 1 日(水)  夜間例会   点鐘 18：30 
2 月 15日(水)川崎幸 RCと合同例会川崎日航ﾎﾃﾙ点鐘 18：00 

●横浜本牧 RC 
2 月 9 日（木） 3RC合同例会 山手迎賓館 点鐘 18：00 
2 月 23日（木） 休会 
2 月 25日（土） 親睦移動例会（お花見の会）伊豆河津  

７．他クラブ会報の回覧   

川崎 RC 川崎北 RC 川崎中 RC 川崎とどろき RC 

本日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

26名 12名 14名 57.14％ 

前々回( 12月 15 日)欠席 6名 Makeup 0名 90.91％ 

ニコニコボックス 本日 11,000 円 累計 428,000 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 55,000 円 


