
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1455回 （本年度 第１回） 

令和 １年 ７月 ４日（木）  
 

点  鐘  徳安 久是 会 長 

司  会   小林 正樹 会場監督 

斉  唱 「君が代」「奉仕の理想」 

会員出席報告  江口 進 親睦委員 

欠席者：今井会員、中村会員、坂口会員、髙木会員、渡久地会員 
 

お客様紹介 徳安 久是 会 長    

◆二村 政毅様（福岡城東 RC） 

◆洪 征治様（川崎北 RC）第 2グループガバナー補佐 

◆荻原ひとみ様（川崎中 RC会長） 

◆長谷山尚城様（川崎中 RC幹事） 

◆市川 郁雄様（川崎とどろき RC会長） 

◆石塚 陽子様（川崎とどろき RC幹事） 

◆小丸日出夫様（川崎中 RC） 

◆イザベル・マイヤー様（青少年交換留学生） 

◆韓 喬様（米山記念奨学生） 

お客様ご挨拶  
◆第 2グループガバナー補佐 洪 征治様 
 

         
 
 

 

 

 

 

 
 
◆川崎中 RC会長 荻原ひとみ様 
川崎中 RC幹事 長谷山尚城様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆川崎とどろき RC会長 市川 郁雄様 
 
川崎とどろきRC 幹事 石塚 陽子様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆青少年交換留学生 イザベル・マイヤー様 

カウンセラー 小丸日出夫様 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

記念品贈呈 

◆小泉前会長,徳安前幹事 ◆島末さん(退任のため） 

 

 

 

 

 

 

 
◆前年度出席率100％会員に記念品 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

26名 18名 8名  78.26％ 

前々回(6月 6日)欠席 8名 Make up 2名  88.00％ 

 

 
 

 

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木曜日 PM12:30～ 第３木曜日 AM7:30～ TEL:044-711-8855 
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会長・徳安 久是 幹事・宮崎 玲児  会場監督・小林 正樹 会報委員長・市川 功一  

事務所・〒211-0063 川崎市中原区小杉町 3-70-4 ホーユウパレス武蔵小杉 104 
TEL.044-722-7282 FAX.044-722-0066 E-mail:info@nakahara-rc.com 

 

『ロータリーは世界をつなぐ』 Rotary Connects the World 

ＲＩ会長 マーク・ダニエル・マローニー 第２５９０地区ガバナー 轟 淳次 



就任の挨拶   
◆徳安会長・宮崎幹事・市川副会長 

 
 

 
 
 
 
 

会長報告 徳安 久是 会長（7 月 18日） 

１．第 1 回 第 2 グループ会長･幹事会の報告（ 7／3 ） 

◇第 2 グループの活性化にむけて 

1）６ＲＣ合同例会 

 新年の挨拶もかねて開催することを検討して頂き
たい。本来の開催趣旨に戻り６クラブの会員相互
の親睦を重視した内容としてほしい（洪ガバナー
補佐）。 開催及び幹事クラブについて、各クラブ
持ち帰って検討する。 

 
2）6RC 合同ゴルフ会・6RC 合同ボウリング大会等 

本年度も開催する方向で検討して頂きたい。 

（洪ガバナー補佐）。 

◇青少年交換学生受入について 

ホストクラブ（川崎とどろきRC）からの予算書提出  
各クラブ４０００円／人の負担を検討して頂きた
い。各クラブ、持ち帰って検討する。 

 

幹事報告  宮崎 玲児 幹事（7 月 18日） 

１．地区からの来信 

①地区大会記念 被災地救済支援チャリティーゴルフ 

大会のご案内が届いております。 

開催日：2019 年 9 月 17 日(火) 

開催場所：湘南カントリークラブ 

参加費：12,000 円  

※ﾌﾟﾚｰ費概算 22,000 円（税込・限定ランチ代含む） 

 ※申込先：川崎北 RC  締切：８月９日(金) 
 
２．米山記念奨学会より、ハイライト米山が届きまし

たので回覧致します。 
 
３．横浜東 RAC より例会のご案内 

  2019 年 7 月 27 日(土) 10:30-14:30   

於：横浜市三ツ沢公園青少年野外活動センター 

   内容：クラブ奉仕委員会担当「飯盒炊飯」  
４．他クラブ例会臨時変更  

●川崎高津 RC 

7 月 25 日⇒28 日(日) 移動例会 高津区民祭 

8 月 15 日(木) 休会 

8 月 22 日⇒25 日(日) 納涼家族会日帰りバスツアー 

8 月 29 日(木)  第 5 週につき 例会なし  
●川崎大師 RC 7 月 31 日(水) 暑気払い移動例会
「しゃぶ禅」川崎店 点鐘 18：00  
●新川崎 RC 7 月 31 日・8 月 14 日(水) 休会  
●川崎ﾏﾘｰﾝ RC  

8 月 1 日(木)サンピアンかわさき 点鐘 18：30  

8 月 15 日(木)  休会  
●川崎中央 RC  8 月 13 日(月･祝)  休会 
 
５．他クラブ会報の回覧  川崎 RC、川崎南 RC 
 

６．2019-20 年度活動計画書 回覧致します。  

川崎 RC、川崎幸 RC、川崎ﾏﾘｰﾝ RC、川崎西 RC、
川崎百合丘 RC。 
 

７．８月の例会案内 

8 月 8 日(木)  点鐘 12：30 ガバナー公式訪問例会 

8 月 22 日(木) 早朝例会   ホテル精養軒 
 

ニコニコ報告  江口 進 親睦委員 

◆洪 征治第２グループガバナー補佐 

まず、徳安丸の船出をお祝申し上げます。本年度第

二グループガバナー補佐を務める川崎北 RC洪征治で

ございます。本年度 1年間よろしくお願い致します。 

◆荻原ひとみ様・長谷山尚城様（川崎中 RC）   

2019-20 年度川崎中 RC の会長を務める事になりまし

た荻原ひとみと幹事の長谷山尚城です。新年度を迎

え、徳安久是会長、宮崎玲児幹事年度の船出を祝し、

心よりお慶び申し上げます。川崎中原 RCの皆様、一

年間よろしくお願いします。 

◆市川郁雄様・石塚陽子様（川崎とどろき RC）  

本日は表敬訪問にまいりました。徳安会長・宮崎幹

事様はじめ中原 RCのみなさん一年間宜しくお願い致

します。  

◆小丸日出夫様（川崎中ＲＣ）         

青少年交換留学生のカウンセラーの小丸です。イザ

ベル・マイヤーさんは 7月 19日にドイツへ帰国致し

ますのでご挨拶に参りました。  

◆徳安会長・宮崎幹事 

本日は第２グループガバナー補佐洪様、川崎中 RC会

長荻原様、幹事長谷山様、川崎とどろき RC会長市川

様、幹事石塚様、川崎中 RC 青少年交換学生カウンセ

ラー小丸様、青少年交換学生イザベル・マイヤー様、

福岡城東 RC 二村様、米山奨学生韓様、多くのお客様

にお越し頂きありがとうございます。経験の浅い会

長・幹事ですが、皆様のご協力のお蔭で本日を迎え

ることができました。行年宜しくお願い致します。 

◆山田一之 会員 

新スタートおめでとうございます。本末もの忘れ外

来に行くべきところ国際奉仕委員会、これでよいの

か？これでいいのだ！！という天からの声、みなさ

んの応援なしにはなりたてません。どうぞ宜しくお

願いします。  

◆ＳＡＡ一同 

徳安会長、宮崎幹事丸の船出を祝し心よりお嬉び申

し上げます。SAA一同力を合わせ目配り気配り心配り

の精神で頑張って参ります。一年間皆様からのお力

添え宜しくお願いいたします。  

◆親睦委員会一同 

梅雨本番、体調を崩しやすい季節でもあります。会

員の皆様、ご家族におかれましては、引続きご自愛

くださいますようお願い申し上げます。  

◆「みんなニコニコ」 

徳丸会長、宮崎幹事丸の出船おめでとうございます。 

小林 正樹会員・内藤 松雄会員・高瀬 建夫会員 

江口  進会員・小泉 正博会員・Mr.鈴木会員 

神谷  直会員・若林 滋則会員・藤村 伸一会員 

市川 功一会員・山本 剛会員 


