
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［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 

  ｐｍ6：00～ホテルモリノ例会場にて 

 

【ソング】             志村 SAA委員長 

  我等の生業 

 

【ゲスト・ビジター】            大野会長 

 

○ロータリー関係 

第 3グループガバナー補佐 野島敏昭様 

 川崎百合丘 RC     会長 田内三和様 

    〃       幹事 安藤志子様 

    〃     特別代表 碓井勝次様 

 川崎稲生 RC     会長 上原謙一様 

 川崎 RC          中村近宏様 

 大村東 RC元会員     幸島宏邦様 

 米山奨学生        洪 蓮さん 

 米山奨学生学友      顔 小師君 

     ご友人      丁 暁瑜さん 

 国際親善奨学生学友      菅野素子さん 

  

 

○米山奨学生 洪 蓮さんへ奨学金の授与 

 

    
【会長～来年も頑張って下さい】 

第 852回例会  1月   8日(金) 理事役員会 新年移動例会 とん鈴 18時 30分～ ［18時より理事会開催］ 

第 853回例会  1月 15日(金) 幹事の日（半期を振り返って） 例会場：ホテルモリノ 

 

 

     

○梅澤会員にお見舞い贈呈 

    
【左足くるぶし骨折しギブスで参加です】 

 

【会長報告】               大野会長 

1. 2010～11年度クラブ役員キットが届いていますので次年度

会長エレクト山下俊也会員に渡します。 

2.国際ロータリー第 2590地区 2008～09年度全 RCが R財

団年次寄付額 100ドル以上/人達成に対する感謝状

（写）が届いています。 

3. 第 2590地区野坂ガバナー・川野ガバナーエレクトより

2010～11年度地区米山委員長に鈴木憲治 現地区委員

長へ引き続き委嘱状が届いています。 

4.2011～12年度Ｒ財団国際親善奨学生募集の案内が届い

ています。 

5.ハイライトよねやま 118号が届いています。 

6.『友』インターネット NO.409が届いています。 

7.平成 22年麻生区賀詞交歓会の開催案内が来てます。 

 平成 22年 1月 8日（金）午後 3時新百合 21ビルにて 

8.川崎青年会議所より 2010年度「新春の集い」の案内 

9.平成 22年度麻生区消防出初式の案内、平成 22年 1月

9日（土）麻生水処理センターにて 午前 10時より 

10.川崎・しんゆり芸術祭実行委員会より新春寄席の案内

が来ています。平成 22年 1月 9日（土）14時から 

川崎アートセンター アルテリオ小劇場にて 

 

■会長 大野 勉    ■幹事 鈴木 眞一 

第 851回 例会記録 平成 21年 12 月 18日（金） S.A.A委員長 志村幸男 

      



【幹事報告】               鈴木眞一幹事 

１．文書着 

◆川崎マリーンR.C 

 平成22年 1月 7日（木）休会 

 平成22年 1月14日（木）→13日に変更 新春4クラブ合同 

 例会  点鐘：12時30分  場所：川崎日航ホテル 

 平成22年 1月21日（木）通常夜間例会を昼例会に変更 

 平成22年 1月28日（木）川崎大師参拝・富津RC合同例会 

    点鐘：18時30分  場所：シーハーズ 

◆川崎宮前R.C 

 平成22年 1月 5日（火）休会 

 平成22年 1月26日（火）→29日に変更 第2グループ合同 

 例会 点鐘：18時   場所：ホテルKSP 

【地区米山奨学委員会】地区米山奨学 鈴木憲治委員長 

  2010学年度の新米山奨学生の面接選考について 

  1月 10日鶴見大学にて実施 

  （61名の申請があり、37名を選考する） 

【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 851回 24 24 0 - 100％ 

第 850回 24 21 3 3 100％ 

第 849回 24 19 5 3 91.67％ 

 

【ニコニコ委員会】              岸委員長 

  第 851回（件数）   合 計 

ニコニコ     28件       ￥40,000 

●お客様 

◇川崎百合丘 RC・第 3グループ G補佐 野島敏昭様 

「クリスマス家族会おめでとうございます」 

◇川崎百合丘 RC会長 田内三和様「お招き頂きありが

とうございます」 

◇川崎百合丘 RC幹事 安藤志子様「今日はお世話にな

ります」 

◇川崎 RC中村近宏様「尾作親睦委員長のお招きで伺い

ました」 

●当クラブ 

◇全会員よりいただきました。 

    以上、ご協力ありがとうございます。 

【米山記念奨学】             安藤則雄委員 

  第 851回（件数）   合 計 

米山奨学     1件       ￥50,000 

 ◇鈴木憲治会員 

「麻生ロータリークラブ Xmas家族会を祝って」 

【点鐘】                  大野会長 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

 

 

ククリリススママスス家家族族会会  

《ｐｍ6：15～ホテルモリノ新百合》   親睦委員会  

              （司会） 鈴木憲治委員 

 ◯開会挨拶          尾作 弘親睦委員長 

◯大野会長挨拶・来賓・家族・友人等紹介 

ゲストビジターの他に 

 岸 順子様・寿美子様・香織様、花輪佳子様、尾作 

芳子様、長島浩子様・光海様、宮沢美代子様、親松恵

美子様・真由美様・裕明様・美咲様・瞳様・遥様、佐

藤成子様、平澤恭子様、安藤美和様、後藤啓子様 

佐藤裕子様、長瀬美紀子様、安藤三枝子様、梅澤恵子

様、鈴木陽子様、志村節子様、大野陽菜乃様・順子様・

綾美様・拓眞様、杉浦千鶴子様、坂 泰江様 

川崎百合丘 RC事務局 太田征子様 

 

 ◯来賓挨拶 

   第 3グループガバナー補佐   野島敏昭 様 

   百合丘ロータリークラブ会長  田内三和 様 

 ◯乾杯    山下会長エレクト 

◯ミュージックタイム   （紹介）佐藤委員 

 シャンソン歌手； 東 映里子・竹花静子・脇 愛子 

 ピアノ；徳山桜子 以上の皆さんによるデイナーショー 

◯ビンゴタイム      （進行）山崎・佐藤委員 

  盛りだくさんの賞品が全員に当たりました・・・！？ 

 ◯ソング「手に手つないで」 ソングリーダー山下会員 

 ◯閉会挨拶              鈴木眞一幹事 

【会報委員会】              文責 安藤 優 

≪ Xmas家族会アルバム ≫ 

        

 

    



 

  

             

 

 

 

   

 

  

       

 

   

 

   



 

   

 

 

 

    

 

 


