
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［例会日］第 1・2金曜日 12:30〜13:30［例会場］ホテルモリノ新百合丘  7F TEL:044-966-1300 

第 3・4金曜日 12:30〜13:30［例会場］百合丘カントリー倶楽部 2F TEL:044-966-1300 

【点 鐘】                  大野会長 

【ソング】             志村 SAA委員長 

 それでこそロータリー 

【ゲスト・ビジター】             大野会長 

○小川 弘   様（東京新都心 RC）   

○田内 三和 様（川崎百合丘 RC）   

○安藤 志子 様（川崎百合丘 RC）  

 

【会長報告】               大野会長 

1.2008～09 年度地区幹事箕田敏彦様より 1 年間ありがとうご

ざいましたと、礼状が届いております。 

2.直前ガバナー清水様より横浜開港 150 周年企画『波止場

から』のDVD配布の件で直前会長・幹事に届いています。 

3.既存会員のための『わかりやすいロータリー』発刊のお知ら

せが来て皆様に後日配布したいと思います。 

4.『チャリティー会員家族ディナーパーティー』参加促進の為

の貴クラブ訪問について案内が来て来週の例会に川崎西

R.C 吉田様が来訪されます。 

5.直前会長・幹事宛に 2008～09 年度国際青少年交換留学

生受け入れに対する感謝状、感謝楯が受け入れ高校にお

渡し下さいと届いております。 

6.『友』インターネット速報 NO388 配信されております。 

7.第 2590地区 2008～09年度ローターアクトクラブ代表・幹事

から礼状のはがきが届いております。 

【幹事報告】               鈴木眞一幹事 

１．文書着 

◆川崎大師R.C 

  平成21年7月29日（水）18時30分～  

暑気払い移動例会 

    場所：屋形船 長八 

  平成21年8月12日（水） 休会 

  平成21年8月10日～14日 事務局夏季休暇期間 

第 830回例会  7月  17日(金) 地区拡大増強セミナー報告 

第 831回例会  7月  24日(金) 地区 R 情報・広報・ITセミナー報告 R情報「ロータリーとは」 

 

     

◆川崎中央R.C 

  平成21年7月20日（月）休会 

  平成21年7月27日（月）納涼夜間移動例会 

    点鐘：18時 

    場所：三渓園 隣花苑 

◆川崎高津R.C 

  平成21年8月13日（木）休会 

  平成21年8月20日（木）22日（土）に移動例会 

 多摩川花火大会 

  平成21年8月27日（木）移動例会 

 福住会長宅にて納涼家族会 

◆川崎百合丘R.C 

  平成21年8月 4日（火）昼例会を夜間例会に変更 

    点鐘：17時 

       17時30分～卓話 インターアクト顧問林先生 

    場所：ホテルモリノ 8階 

  平成2年8月11日（火）休会 

◆横浜田園R.C 

平成21年8月11日（火）休会 

平成21年8月25日（火）藤が丘バラ園手入れ10時30分 

 

２．会報 

 ・新川崎R.C       第 719回～第 722回 

 

３．クラブ活動計画書 

 ・川崎大師 R.C 

 ・川崎稲生 R.C 

 

■会長 大野 勉    ■幹事 鈴木 眞一 

第 829回 例会記録 平成 21年 7月 10 日（金） S.A.A委員長 志村幸男 

      



【出席委員会】             鈴木豊成委員長 

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 829回 24 18 6 - 75.00％ 

第 828回 24 18 6 2 83.33％ 

第 827回 25 21 4 3 96.00％ 

◇前年度出席率１００％表彰者      山下前出席委員長 

１８回 … ・安藤 優 ・親松 明 ・鈴木 憲冶  

１５回 … ・尾作 弘   １４回 … ・長瀬 敏之  

１０回 … ・平澤 兼一郎  ９回 … ・安藤 則雄 

７回 … ・森 昇      ６回 … ・梅澤 馨 

 ５回 … ・大野 勉 ・鈴木 眞一 

   ４回 … ・河島 光男 ・山下 俊也  

   ２回 … ・鈴木 豊成     １回 … ・碓井 美枝子         

【ニコニコ委員会】             岸委員長 

  第 829回（件数）   合 計 

ニコニコ     15件       ￥19,000 

●お客様 

◇田内三和様（川崎百合丘 RC 会長）「今年一年よろしくお

願いします。」 

◇安藤志子（川崎百合丘RC幹事）「一年間どうぞよろしくお

願いいたします。」 

●当クラブ 

◇大野会長「川崎百合丘 RC 田内会長、安藤幹事本日はよ

うこそいらっしゃいました、」 

◇鈴木眞一幹事「来週の例会は百合丘CCです。お間違い

のないように！お願いします。」 

◇鈴木憲治会員「前年度米山一人平均寄付が、地区で二

番目になりました。ありがとうございました。」 

◇親松会員「百合丘の会長幹事さん一年間ご苦労様で

す。」 

◇平澤会員「小川様、田内会長、安藤幹事、本日はようこそ、

一年間がんばってください。」 

◇梶会員「大野会長、鈴木眞一幹事本年宜しくです。本日

は７・１０納豆の日です。夏バテ防止です。」 

◇蓬田会員「一週間遅れですが、大野会長、鈴木眞一幹

事一年間頑張って下さい。」 

◇長瀬会員「今年のブルーベリー園は閉園しました。」 

◇梅澤会員「一年間よろしくお願い致します。」 

◇鈴木豊茂会員「まだまだ雨が続くようです暑いです。」 

◇安藤則雄会員、碓井会員、尾作均会員 

    以上、ご協力ありがとうございます。 

 

【ロータリー財団】           安藤則雄委員長 

  第 829回（件数）   合 計 

R ・ 財 団     1件       ￥9.800 

 ◇梅澤会員 

 

【米山記念奨学】            鈴木憲治委員長 

  第 829回（件数）   合 計 

米山奨学     4件       ￥40,000 

 ◇大野会長「川崎百合丘 RC 田内会長、安藤幹事表敬訪

問を記念して、又先日米山記念館見学に」 

◇鈴木眞一幹事「田内会長、安藤幹事、小川様ようこそ」 

◇ 梅澤会員 

◇ 森昇会員 

   

百合丘 RC 田内会長・安藤幹事 

【就任挨拶】            山崎職業奉仕委員長  

  故佐野会員の意思をついで、高遠バラ園見学等を考え

ておりますので皆様のご協力をお願いいたします。 

【就任挨拶】           親松社会奉仕委員長 

  ロータリーの原点に戻り、足元を見つめなおしていく

よう幾つか考えておりますので、ご協力を宜しくお願

いします。 

 

【クラブフォーラム】           大野会長 

  いよいよ来週の第 3 例会から、百合丘カントリークラブ

の２階に例会場が変わります。そのための準備がようや

く整い、これから最後の仕上げをして完成いたします。 
  くれぐれも場所を間違えないようにして下さい。 
  お車の方は第２駐車場を利用するようにして下さい。 

   

   
前年度皆出席表彰 

 

【四つのテスト】             尾作 均会員 

【点鐘】                  大野会長 

【会報委員会】              文責 安藤 優 
 


