
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［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 

［例会日］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 

 国家君が代・奉仕の理想 

 

【ゲスト・ビジター】             大野会長 

○川崎 RC 白井 勇 様 

 

 【会員誕生日】鈴木眞一幹事・梶会員 

 

 【奥様誕生日】河島会員・鈴木憲会員・安藤優会員・尾作弘

会員 

 

 【理事・役員会報告】                  大野会長 

1. 2008～09 年度決算報告について。  承認 

2. 「北朝鮮拉致被害者家族」支援のための募金協力のお

願い。             3,000 円寄付 麻生ＢＯＸより 

3. 職場訪問の件。       10 月 15 日（木）予定 

4. ニコニコ委員会・委員追加の件。 安藤 優会員 

5. 事務所内不用品処分の件。 事務局、百合丘ＲＣと相談 

6. その他。 

 

【会長報告】               大野会長 

1. 第 2590 地区 2009~10 年度地区大会の案内が来ていま

す。11 月 6 日（金）、7 日（土）神奈川県民ホールにて 

2. ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会登録の案内 

   11月 6日（金）18：00～20：00 ホテルニューグランドにて 

3. 地区大会開催に当たり表彰対象者及び長寿、物故会員       

  等の問い合わせが来ています。 

4. 地区大会「記念チャリティーゴルフ大会」のお知らせ 

10 月 19 日（月）磯子カンツリークラブ午前 8：00 スタート 

5. 地区ロータリー財団セミナー開催のお知らせ 

   9 月 3 日（水）15：00～17：30 メモワールソシア 21 にて 

 

第 834回例会  8月  21日(金) クラブ協議会準備 

第 830回例会  8月  28日(金) ガバナー補佐とのクラブ協議会 例会場 ホテルモリノ新百合丘 

 

     

6. 日台ロータリー親善会議参加ツアーの案内 

  開催日時 2009 年 10 月 10 日（土） 台湾「日月潭」 

7. 新ポリオプラスキャンペーン『ロータリーの 2 億ドルチャレ

ンジ』 に対する地区の見解とご協力お願いの件 

8. 財団法人ロータリー米山記念奨学会より感謝状が届いて

います。 

9. 会長・幹事会が 9 月 9 日（水）18：00 よりホテルＫＳＰにて 

10. 『友』インターネット速報 ＮＯ392 が届いています。 

11. 2008～09 年度青少年交換委員会岩崎委員長よりホスト

ファミリー・カウンセラー・会長・幹事へ礼状が届いていま

す。 

 

【幹事報告】              鈴木眞一幹事 

１．会報 

・新川崎R.C       第 723回～第 727回 

 

２．クラブ活動計画書 

 ・川崎幸 R.C 

 ・川崎日吉 R.C 

 ・川崎中央 R.C 

 ・新川崎 R.C 

 ・川崎北 R.C 

 ・川崎西 R.C 

 ・川崎高津南 R.C 

 

■会長 大野 勉    ■幹事 鈴木 眞一 

第 833回 例会記録 平成 21年 8月 7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 833回 24 20 4 - 83.33％ 

第 832回 24 22 2 2 100％ 

第 831回 24 18 6 1 79.17％ 

 

【ニコニコ委員会】              岸委員長 

  第 833回（件数）   合 計 

ニコニコ     19件       ￥21,800 

●お客様 

◇川崎 RC 白井 勇様 たびたびお世話になります。

よろしくお願いします。 

 

●当クラブ 

◇大野会長 毎日暑い日が続いています。モリノの納涼会

は楽しかったです。 

◇鈴木眞一幹事 あついですね！体に気をつけましょう。 

◇鈴木憲治会員 暑中見舞い申し上げます。先日女房に

誕生日のお花ありがとうございました。 

◇森昇会員 暑くなりました。 

◇尾作弘会員 先週納涼家族会多数の御参加ありがとうご

ざいました。 

◇長瀬会員 明日より１６日まで夏休みです。８/２９土曜日

ブルーベリー農園で暑気払いのバーベキューパーティを

しますので参加出来る方はお願いします。 

◇平澤会員 暑中お見舞い申し上げます。 

◇安藤優会員 家内にお花をありがとうございました。 

◇山崎会員 暑いです！ 

◇梶 会員 ８月 SA担当です。宜しくご協力お願いします。 

◇梅澤会員 毎日暑い日が続きますネ。夏バテに気をつけ

ましょう 

◇鈴木豊会員 暑いです。熱射病に気をつけましょう。 

◇岸 会員 納涼大会親睦委員の皆様御苦労様でござい

ました。 

◇親松会員・河島会員・安藤則会員・花輪会員・森茂会員 

 

    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 833回（件数）   合 計 

R ・ 財 団     4件       ￥38,400 

 ◇鈴木眞一幹事 今年度やっと１ヶ月が過ぎました。これか

らもご協力よろしくお願いいたします。 

◇梅澤会員 夏バテに気をつけましょう。 

◇親松会員・河島会員 

 

 

 

 

【米山記念奨学】            鈴木憲治委員長 

  第 833回（件数）   合 計 

米山奨学     4件       ￥50,000 

 ◇鈴木憲会員 暑中お見舞い申し上げます。 

◇梅澤会員 毎日暑い日が続きますネ。 

◇安藤優会員・河島会員 

 

 

 

◇雑誌「ロータリーの友」の解説      長瀬委員長 

 

◇飛躍的な会員増強目指して 

 

◇ロータリーの基礎知識 

 

◇未来の子供たちへ 

 

◇新米会員として思うこと 

 

◇ガバナーマンスリーレター 

 

●川崎麻生 RC２００８～９年度決算報告  碓井前幹事 

一般会計 別紙参照 

 

●親睦委員会報告           尾作弘委員長 

 納涼家族会収支報告 

 

●クラブ活動計画書                鈴木眞一幹事 

 ホテルモリノ会場費訂正報告 

 

 

 

米山功労者第 5 回マルチプル 河島会員と梅澤会員 

 

 

 

【四つのテスト】               河島会員 

【点鐘】                  大野会長 

【会報委員会】               文責 森茂則 
  


