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第23回(通算1451回)「それでこそﾛｰﾀﾘｰ」

第24回(通算1452回)「君が代・奉仕の理想」

2015～2016

ＲＩ会長テーマ

『 世界へのプレゼントになろう 』

Ｔｗｏ Ｗｅｅｋｓ Ｒｅｐｏｒｔ

点鐘・開会宣言・歌唱 第１２例会記録

【第２３回１２月１８日(金)】
移動例会
「川崎西RC創立50周年記念例会」

《式 典》
＊点鐘 会長 飯島 悠光様
＊開会の言葉 副会長 棚部 哲男様

国歌斉唱 国家｢君が代｣
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ国家｢最愛の地｣

物故会員紹介 黙祷 会長 飯島 悠光様
来賓紹介 会長 飯島 悠光様

＊会長挨拶 会長 飯島 悠光様
＊実行委員長挨拶 創立50周年実行委員長 片岡登美夫様
＊来賓祝辞 国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 箕田 敏彦様
＊来賓祝辞 〃 ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 岡本 徳彌様
＊記念事業目録贈呈 ﾛｰﾀﾘｰ財団･米山記念奨学会へ寄付＊記念事業目録贈呈 ﾛｰﾀﾘｰ財団･米山記念奨学会へ寄付
＊感謝状及び記念品贈呈
＊長寿会員表彰
＊祝電披露
＊閉会･感謝の言葉

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 斉藤 二郎様
＊点鐘 会長 飯島 悠光様

《記念講演》
特別記念講演「東大寺長老 北河原公敬 猊下｣

演題“ロータリーと菩薩の心”

《祝賀会》
＊開会
＊開宴の言葉 ﾊﾟｽﾄ会長 川邊 裕様
＊会長挨拶 会長 飯島 悠光様
＊来賓祝辞 国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区直前ｶﾞﾊﾞﾅｰ大野清一様
＊姉妹ｸﾗﾌﾞ･友好ｸﾗﾌﾞ紹介 ﾙｾｰﾅRC いわき平東RC

川崎西ﾌﾟﾛﾊﾞｽｸﾗﾌﾞ
＊乾杯 国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ 高良 明様
＊食事と歓談 ｱﾄﾗｸｼｮﾝ THE McCACHIN
＊閉宴の言葉 創立50周年実行副委員長 吉田 惠一様
＊ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ｢手に手つないで｣
＊閉会



【第２４回 １月７日(木)】

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

＊1/7 (順不同､会員敬称略)
小川湧三様(川崎鷺沼RC)あけましておめでとうございます｡
本年もお世話になります｡
滝田 司様(川崎高津南RC会長）本年も楽しみましょう｡
長戸はるみ様(川崎高津南RC幹事）今日はよろしくお願い致
します｡
杉崎晴男 あけましておめでとうございます｡本日は長戸様
谷野様､茅根様､沼倉様､志村様､相馬様にはお世話になりま
す｡滝田様､小川様ようこそいらっしゃいました｡
三家 護 おめでとうございます｡本年もよろしくお願い申
し上げます｡
細谷和彦 長戸様､茅根様､本日はありがとうございます｡

「賀詞交換会」ﾎﾃﾙKSP 3F ｷﾞｬﾗﾘｰ

平成28年の初例会はお琴の演奏とお茶席による賀詞交
換会で幕が開きました｡

美しいお琴の調べの中、美味しいお茶・お菓子をい
ただき､新春らしい雅なひとときを過ごしました｡

お客様

小川湧三様(川崎鷺沼RC)滝田 司様(川崎高津南RC会長)
長戸はるみ様(川崎高津南RC幹事）谷野加奈子様
茅根宗啓様 沼倉美重様 志村宗眞様 相馬順子様

来賓挨拶

滝田 司様(川崎高津南RC会長)

うちのｸﾗﾌﾞの長戸幹事がお琴の演奏をするので参りま
した｡ 今年の冬は暖かいですが､これから寒さ厳しい大
寒を迎えますので皆さま体調に気をつけて下さい。

《お琴演奏演目》

1. お江戸日本橋
2. さくら
3. 荒城の月
4. 花筏
5. こきりこ節
6. 木曽節
7. 北海小唄
8. 黒田節
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12月18日 31 30 22 8 73% 11 4 77%

1月7日 31 30 26 4 87% 10 6 87%

月日 件 合計 累計 目標額 達成率

12/18 301,000 461,280 65%

1/7 23 26,000 26,000 186,000 14%

12/18 312,000 620,000 50%

1/7 24 33,000 345,000 620,000 56%

12/18 459,000 1,200,000 38%

1/7 26 51,000 510,000 1,200,000 43%

12/18 317,000 400,000 79%

1/7 25 37,000 354,000 400,000 89%
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寄付報告

クラブ会報委員会 曽我直樹委員長 三富末雄副委員長 本藤光隆委員
石川演慶委員 月岡涼吾委員 福嶋 徹委員

≪編集担当≫   曽我直樹 月岡涼吾

※R財団目標額：会員数×120㌦×124円 米山目標額：会員数×2万円
※R財団は1月から50㌦(ﾚｰﾄ120円で6,000円)×31人=186,000円に達する迄

ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽを集めます｡(12月末迄のＲ財団寄付総額301,000円)

細谷和彦 長戸様､茅根様､本日はありがとうございます｡
菊池幸治 平成28年新春のお祝い申し上げます｡本年もよろ
しくお願い致します｡
石川演慶 明けましておめでとうございます｡
福嶋 徹 おめでとうございます｡
三富末雄 7月からは皆様にお世話になります｡どうぞよろ
しくお願い致します｡
大橋健治 明けましておめでとうございます｡活動報告書が
出来上がりましたのでお目通し下さい｡
伊藤壽一 本年もよろしくお願い致します｡


