
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［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】              梅澤 SAA委員 

 それでこそロータリー 

 

【ゲスト・ビジター】             大野会長 

○ 第 3グループガバナー補佐 野島敏昭様 

 

【ガバナー補佐挨拶】     野島敏昭ガバナー補佐 

 2月 27日にＩＭを慶応大学日吉校舎にて行います。 

 

 
   野島敏昭ガバナー補佐 新年のご挨拶 

 

 

【会長報告】               大野会長 

1.2012－13年度ガバナーノミニー候補者推薦依頼の件 

 提出締切 ：2010年 3月 12日(金) 

2.横浜緑ロータリークラブ様より創立四十周年記念式典

の案内が来ています。平成 22年 3月 19日（金） 

15：00より受付開始 

第 854回例会  1月 22日(金) IMアンケート          例会場：百合丘カントリー倶楽部 

第 855回例会  1月 29日(金) 移動例会  点鐘：12時 30分  例会場：琴平神社 

 

     

3.横浜磯子ロータリークラブ創立五十周年記念クラシッ

クチャリティコンサートの案内が来ています。 

 場所：横浜みなとみらいホール・3月 6日（土） 

4.第 2回地区拡大増強セミナー開催の案内が来ていま

す。 

5.第 1・第 2・第 3グループの IMの為のアンケート調査

へのご協力の御願いテーマ「クラブ活性化への思索― 

 合併を考える」と内容で、パネルデスカッションを開

催するそうです。 

◆ 会長・幹事会を 1月 13日行いました。出席者はノー

ネクタイで良い事になりました。 

 

【幹事報告】              鈴木眞一幹事 

１．文書着 

◆川崎高津R.C 

  平成22年2月4日（木）→3日（水）に変更 移動例会 

        防災教室 川崎市立末長小学校 

平成22年2月11日（木）休会 

平成22年2月 18日（木）→19（金）に変更 

  場所：ホテル KSP 

平成22年2月 25日（木）→27日（土）に変更 IM参加 

2．会報 

・川崎マリーン RC  第 788 回〜第 794回 

・川崎北 RC     第 2417回〜第 2431回 

・川崎中 RC     第 1810回〜第 1812回 

・川崎中原 RC    第 1055回〜第 1068回 

・川崎とどろき RC  第 560回〜第 564回 

 

■会長 大野 勉    ■幹事 鈴木 眞一 

第 853回 例会記録 平成 22年 1月 15 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 853回 24 16 8 - 66.67％ 

第 852回 24 22 2 1 95.83％ 

第 851回 24 24 0 - 100％ 

 

【ニコニコ委員会】             安藤優委員 

  第 853回（件数）   合 計 

ニコニコ     15件       ￥19,000 

●お客様 

◇野島敏昭様（川崎百合丘 RC）「本年もよろしくお願い   

  します」 

●当クラブ 

◇大野会長「野島様ようこそ」 

◇河島会員「森茂則さんお世話になりました」 

◇山崎会員「昨日はゴルフ教室の皆様有り難うございま

した」 

◇森茂則会員「昨日のロータリーゴルフ教室コンペ 

       ありがとうございました」 

◇志村会員「今日、どんど焼きが有り途中失礼します」 

◇ 鈴木幹事・安藤優会員・安藤則雄会員・梅澤会員 

長瀬会員・花輪会員・平澤会員・森曻会員・蓬田会員 

    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 853回（件数）   合 計 

R ・ 財 団     1件       ￥9,000 

 ◇山下会員「会長年度、本年も宜しくお願いします」 

 

【米山記念奨学】             安藤則雄委員 

  第 853回（件数）   合 計 

米山奨学     5件       ￥50,000 

 ◇平澤会員「本年もよろしく」 

◇梅澤会員「昨年は、大変おさわがせしました」 

◇鈴木眞一会員「あと 6ヶ月、ご協力よろしくお願いします」 

◇河島会員◇蓬田会員 

【雑誌・広報委員会】            長瀬委員長 

 ロータリーの友 1月号より 

◆横書き P24 新 RＩ長期計画（2010—13年度）南園義一 

強力なクラブ、効果的な奉仕、認知されるブランドという

3つの基本要素の推進に焦点を当てています 

◆縦書き P7 小さいクラブの悩みは深し  二ツ井ＲＣ 

  P10 点鐘の鐘の写真を見て下さい 

◆ガバナー月信 P4 年度前半を振り返り、後半に向かって  

第 3グループガバナー補佐 野島敏昭さんの記事 

  P7 米山カウンセラー研修会報告 

      地区米山奨学委員長 鈴木憲治さんの記事 

 

 

【親睦委員会】            尾作弘委員長 

◆ クリスマス家族会収支報告書  

収入  会費          482,000 

    祝金            94,000 

    例会費         48,000 

    会場費         10,500 

    ビンゴカード売上    23,500 

    親睦費         176,525 

        計            834,525 

 

支出  宴会費         596,460 

出演料         40,000 

プログラム作成費    15,540 

花束          36,000 

シクラメン       50,000 

納豆          35,000 

饅頭          23,340 

宝くじ         30,000 

雑費（子供プレゼント、出演者食事代等）8,185 

       計         834,525 

以上ご報告いたします。 

 

【幹事の日】 「半期を振り返って」    鈴木幹事 

 次のページに記載 お読み下さい 

※ 2010 年 1 月〜6 月までの例会プログラム 

１月２９日  琴平神社儀式殿にて移動例会 

２月 ５日  理事・役員会 

１２日  招聘卓話 

１９日  未定 

２６日  ＩＭ27日に振替 

３月 ５日   理事・役員会  

１２日  環境美化ポスター貼り 

１９日  会長エレクト研修セミナー報告 

２６日  卓話 

４月 ２日  地区協議会報告 理事・役員会 

９日   ロータリー情報（ロータリーとは） 

次年度会長方針発表 

１６日  環境美化ポスター撤去 

２３日  卓話 

３０日  休会 

５月 ７日   卓話  理事・役員会 

１４日  卓話 

   ２１日  卓話 

２８日  クラブフォーラム（次年度に向けて） 

６月 ４日  会長の日（1年を振り返って） 

１１日  ブルーベリー狩り 

１８日  会長・幹事ご苦労様でした会 

２５日 

卓話者のご紹介をお願いします。 

 

【四つのテスト】              山崎会員 

【点鐘】                 大野会長 

【会報委員会】             文責 河島光男 

 

 



半期を振り返って 
 
4 月 5 日 
 地区協議会で幹事とは 
ﾛｰﾀﾘｰのことを何でも知っていること 
会長とは恋人のように 

といわれたことが強く印象に残っています。 
4 月 11 日 
 鈴木憲治さんと河島光男さんによる研修会がありました。 
 ありがとうございました 
 4 月 22 日 
 プログラム委員長 梶さんとの打ち合わせをしました。 
 梶さんの会社を初めて訪問しました 
4 月 24 日 
 ４大奉仕委員長との炉辺 
５月８日 
 新例会場 百合ヶ丘カントリー倶楽部を 志村会場監督委員長と訪問  
 現場にて備品等の打ち合わせを行いました。 
 森茂則会員 会場のご提供ありがとうございます。 
５月１２日 
 活動計画書、蓬田会員とロースター印刷について打ち合わせをしました。 
６月５日 
 次年度から会員への連絡は携帯メールにすることにしました。 
 ケイタイアドレス、PC アドレス確認でかなりな時間をとりました 
 今林さんに感謝いたします。 
６月２１日 
 会長幹事ご苦労様会はマイクロバスを利用し、米山梅吉記念館で移動例会でした。 
 その後、修善寺温泉旅館『桂川』で親睦会。 
 会員同士の親睦が一層深まったと思います。 
６月２２日 
 ご苦労様会の翌日 早く帰りたいとの希望が多かったため、観光はせず、チェックアウト後 
 そのまま帰ってきました 
７月２日１１時～１９時３０分 
 事務局にて、３日の理事役員会準備ほか 
 デスクトップ PC 設置、新しく始める例会出席表の作成、理事役員会の内容の検討、理事役 
 員会のお知らせを PC からメール 等々 かなり時間がかかりましたが、百合丘の太田さん 
 も居てくれたので助かりました。 
７月８日 
 会長幹事会・・百合丘 RC 当番 
7 月９日 
 多摩ﾛｰﾀﾘｰへ表敬訪問 
 ニコニコ委員がニコニコの集金、米山委員会、財団委員会もそれぞれ集金参考にします 
７月１０日 
 麻生 RC 例会終了後 
 百合丘 CC にて備品等リハーサル・・・会長・幹事・志村会場監督委員長・今林さん 
7 月 17 日 
百合丘 CC にて初めての例会が行われました。 
みなさんの協力のお陰でスムーズに進行できました。 
 森 茂則会員ご協力ありがとうございます。 



 1 年間よろしくお願いいたします。 
7 月 31 日 
 納涼家族会がホテルモリノにて行われました。 
 尾作 弘親睦委員長 初め 親睦委員の皆さん、おつかれさまでした。 
８月２８日 
 野島敏昭ガバナー補佐公式訪問 
 各委員長の簡潔 かつ わかりやすい発表のおかげで、１時間１５分程度で終わることがで  
 きました。 
 野島ガバナー補佐 ありがとうございました。 
９月１１日 
 野坂 定（さだめ）ガバナー公式訪問 
 これも皆さんのご協力によりスムースに進行することができました。 
 公式訪問が終わってやれヤレです。 
１０月９日 
 指名委員会がシノワーズで行われました。 
 次次年度のメンバーもどうやらスムーズにいきそうです。 
１０月１５日 
 職業奉仕委員会により、職場訪問が行われました。 
 伸和コントロールズ株式会社へ訪問 
 大変勉強になりました。 
 幸島様ありがとうございました。 
 そして山崎職業奉仕委員長 お疲れ様でした。 
11 月 20 日 
 『わかりやすいロータリー』勉強会がありました。 

講師：安藤 優 会員 
 こういう勉強会は時々開催したほうが良いと思いました 
１２月１８日 
 クリスマス家族会 
 親睦委員会そして会場監督の皆さんお疲れ様でした。 
 おかげさまで楽しいクリスマス家族会となりました。 
1 月 8 日 
 新年例会がとん鈴で行われました。 
 皆さんお元気で 今年もスタートしました。 
1 月 13 日 
 第 4 回会長幹事会がありました。 
 今回の当番は当クラブでした。 
 
 今年度から例会場が 2 ヵ所になり、一番大変だったことは、出欠の確認でした。 
携帯メールで毎週木曜日に 翌日の例会についての連絡そして出席か欠席かの返信メールをお願いしま

した。しかし毎回何人かは返信がありませんでした。 
そのため弁当を注文するのに、志村会場監督委員長や鈴木豊成出席委員長が大変ご苦労されました。 
だだ、出欠をとることにより？ロータリーの基本である 出席率は高まったように思います。 
経費削減のおり、会員皆様からお預かりしている会費を無駄なく運営したいと思っております。これから

もなお一層のご協力をお願いいたします。 
あと半年よろしくお願いします。 
 


