
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1470回 （本年度 第 16回） 

令和 2年 1月 27日（月） ６クラブ合同例会  
場所：ホテル精養軒 

 

点  鐘  吉崎 治 川崎宮前 RC 会長 

      萩原ひとみ 川崎中 RC 会長 

司  会   増田真路 川崎宮前 RC 会場監督 

原 敏之 川崎中 RC 会場監督 

唱  和  「奉仕の理想」 

会員出席報告   

欠席者：藤村会員、今井会員、井元会員、小泉会員、内藤会員 

坂本会員、坂口会員、髙木会員、髙瀬会員、渡久地会員 
 

お客様紹介  
 

地区幹事  鈴木慎二郎様（川崎ﾏﾘｰﾝ RC） 
 

次年度ガバナー補佐紹介 

・洪 征治 ガバナー補佐（川崎北 RC） 

・細山勝三郎 次年度ガバナー補佐（川崎中 RC） 

 

６クラブ会長挨拶 

 

川崎北 RC／朝山 浩会長 

 
国際奉仕はバヌアツを卒業して、ナミビアにしよう

と思っています。昨年は創立 60 周年旅行で宮古島に

行きました。3月4日は60周年記念例会を行います。 

 

川崎中 RC／萩原ひとみ会長 

 
今年は新入会員に活躍してもらって乾杯の発声など

もしてもらっています。昨年 11月には宮城県に行き、

楽器などを差し上げてきました。 

 

川崎鷺沼 RC／杉田 進会長 

 
今年は地域に学ぼう、ということで 1 月の例会は 

ブラックホールの撮影に貢献したエレックス工業に

行き、3 月は登戸研究所を訪れる予定です。 

 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

26 名 9 名 17 名  47.37％ 

前々回(1 月 9 日)欠席 8 名 Make up 1 名  82.61％ 

 

 
 

 

◆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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川崎中原ロータリークラブ会報 
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 



川崎宮前 RC／吉崎 治会長 

 
3 年前から青少年育成資金を設けています。 

また物故会員を偲ぶため、つつじの咲くころ、 

等覚院に毎年お参りに行っています。 

   

川崎中原 RC／徳安 久是会長 

 
当クラブの例会は朝、昼の月 2 回で、その他夜に研

修会を行っています。また障害を持つ人々に対して

いろいろな形で支援を続けています。 

 

川崎とどろき RC／市川 郁夫会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員は 15 名ですが兄弟、親クラブの皆さまは温かい

目で見守ってください。今日はブラジルからの交換

学生と米山奨学生

も一緒に来ました。 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ報告   

◆「みんなニコニコ」 
 
徳安 久是会長・宮崎 玲児幹事・小林 正樹会員 

若狭 滋則会員・市川 功一会員・江口  進会員 

都倉八重子会員・神谷 直会員・神林 久雄会員 

会長報告 徳安 久是 会長（2 月 6日） 
 
１．地区より、米山奨学生世話クラブの依頼。 

２．理事会報告 

３．表彰品が届きましたのでお渡し致します。 

 ◇財団寄付金  

・ベネファクター認証状と襟ピン：徳安久是会員 

・ＭＰＨＦ：小泉正博会員(+4)、河合 束会員(+4)、
若狭滋則会員(+3) 

 ◇米山寄付金  

・第 3 回米山功労者マルチプル感謝状： 

髙瀬建夫会員 

４．財団寄付・米山寄付とも、確定申告用の領収証
が届きましたので、お渡し致します。 

 

幹事報告 宮崎 玲児 幹事（2 月 6日） 

１．地区からの来信 

①ＲＩ日本事務局より、人頭分担金下半期分の送

金依頼がきております。 
 
②地区資金・地区事業費下半期分の送金依頼がき

ております。  
③2020-21 年度 地区研修協議会開催のご案内と資

料が届いております。 

 日時：2020 年 3 月 29 日(日) 12：30-18：00 

場所：聖光学院中学高等学校 

出席義務者： 下記 7 部門の次年度担当者と 

新会員 ③④部門は最大 3 名まで出席可 

①会長部門 ②幹事部門 ③ｸﾗﾌﾞ管理運営部門 

④奉仕活動部門 ⑤青少年奉仕部門 ⑥ロータ

リー財団部門 ⑦米山記念奨学部門 ⑧新会員

部門（1 年未満の新会員及び 3 年未満の会員で地

区研修･協議会未経験者全員） 

  ※対象の方には、資料をお渡し致します。 
 
④昨年 12 月開催の RLI の映像が届いております。

RLI の様子が皆様に伝わり、多くの会員の方に

興味を持っていただけたら幸いですとの事です。 

第２弾 ＲＬＩ（ﾛｰﾀﾘｰﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会） 

パートⅠ 参加者募集中です。 

  日時：2020 年 2 月 24 日(月･祝) 8：30-17：00  

場所：聖光学院中学高等学校 
 

２． 他クラブ例会臨時変更 

●川崎とどろき RC 

2 月 10 日(月)・24 日(月･振休)  休会 

●川崎中 RC 2 月 11 日(火･祝)  休会 

●川崎 RC    

2 月 13 日(木)・3 月 19 日(木) 休会（祝日の週） 

●川崎大師 RC  

2 月 19 日(水) 創立 47 周年記念例会  

川崎ｷﾝｸﾞｽｶｲﾌﾛﾝﾄ東急 REI ﾎﾃﾙ 点鐘 18：00 

2 月 26 日(水) 休会 

●川崎麻生 RC  

2 月 21 日(金) 夜間移動例会(創立記念例会） 

アベーテはるひ野店 点鐘 18：00 
 

３．他クラブ会報の回覧  本日はございません 
 
４．次週 2 月 13 日(木) 18：00 より、研修会開催 

ジェクト会議室 
ニコニコボックス 本日 9,000 円 累計 292,500 円 

記念日ニコニコ 本日    円 累計 55,000 円 


