
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ［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】                 山下会長 

【例会場】         百合丘カントリー倶楽部 

【ソング】              河島 SAA 委員 

 四つのテスト   

【臨時理事・役員会】           山下会長 

大野指名委員長より 2011-2012 年度役員・理事の報告、

下記の通り承認される。 

●役員 

  会長       山崎弘子 

  副会長      親松 明 

  会長ｴﾚｸﾄ     碓井美枝子 

  幹事       鈴木豊成 

  副幹事        志村幸男 

  会計       平澤兼一郎 

  会場監督      梶 俊夫 

●理事 

   職業奉仕委員長  大野 勉 

  社会奉仕委員長  尾作 均 

  国際奉仕委員長  鈴木眞一 

  直前会長     山下俊也 

  直前幹事     梅澤 馨 

【会長報告】               山下会長 

1.川崎・しんゆり芸術祭(アルテリッカしんゆり)2011実行 

 委員就任の依頼が届いています。  

2. ロータリー為替レート変更のお知らせ 

 2010年 11月より 1ドル=82円 

【幹事報告】                梅澤幹事 

1.文書着 

◆川崎大師R.C 

  平成22年11月 3日（水） ➔休会 

   平成22年11月10日（水）移動例会 

          3クラブ合同親睦夜間例会 

        点鐘：18時30分 

        場所：川崎日航ホテル 

第 892回例会  10月 29日(金) 移動例会 地区大会 点鐘：13時・出席者は新百合丘駅に 10時 20分に集合してください 

第 878回例会  11月 5日(金) 理事役員会⑤ 招聘卓話 

 

 

     

◆川崎マリーンR.C 

  平成22年11月 4日（木） ➔鎌倉散策＆夜間移動例会 

       点鐘：17時30分 

       場所：くすの木 

   平成22年11月11日（木） ➔10日（水）移動例会 

  3クラブ合同親睦夜間例会 

点鐘：18時30分 

場所：川崎日航ホテル 

 

   平成22年12月16日（木）夜間移動例会 

          クリスマス家族例会 

        点鐘：18時30分 

        場所：川崎日航ホテル 

   平成22年12月23日（木）休会 

   平成22年12月30日（木）休会 

◆川崎高津R.C 

  平成22年10月28日（木） ➔30日に変更 移動例会 

地区大会に参加 

  平成22年11月11日（木）11日～12日（金）に変更 

親睦移動例会 

        場所：熱海ニューフジヤ 

   平成22年12月16日（木）移動例会 

           年末家族会 

場所：フィオーレの森 

   平成22年12月23日（木）休会 

   平成22年12月30日（木）休会 

◆横浜あざみR.C 

  平成22年11月10日（水）・17日（水）移動例会 

点鐘：12時30分 

場所：フットサルパーク嶮山 

2.会報 

・川崎日吉ＲＣ       第1510回～第1513回 

・川崎高津ＲＣ       第1198回～第1209回 

 

 

 

 

 

 

第 891回 例会記録 平成 22年 10 月 22日（金） S.A.A 安藤 則雄 

      



 

 

【出席委員会】                山崎委員 

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 891回 22 17 5 - 77.27％ 

第 890回 22 18 4 2 90.91％ 

第 889回 22 19 3 2 95.45％ 

 

【ニコニコ委員会】            鈴木眞一委員 

 第 891回（件数） 合 計 

ニコニコ 16件 ￥16,000 

 ●お客様 

◇ 

 ●当クラブ 

◇山下会長・寒くなったので体調管理を十分に！ 

◇梅澤幹事・朝犬の散歩にて転びました 

◇鈴木憲治会員・先に失礼を致します 

◇平澤兼一郎会員・お先に失礼します、よろしく 

◇安藤優会員・安藤則雄会員・碓井美枝子会員・大野勉

会員・尾作弘会員・親松明会員・河島光男会員・志村

幸男会員・鈴木眞一会員・花輪孝一会員、山崎弘子会

員・蓬田忠会員 

    以上、ご協力ありがとうございます。 

 

【米山記念奨学】               佐藤委員 

 第 891回（件数） 合 計 

米山奨学 1件 ￥50,000 

 ◇鈴木憲治会員・米山月間です、皆様よろしく 

 

【社会奉仕委員会】          花輪孝一委員長 

 ○重症心身障害児施設「ソレイユ川崎」に対する社会奉

仕活動の件 

1.実施予定日：11月 19日（金）午後 2時から 

2.実施佩用：施設への絵画及び草花の寄贈 

イ、 志村会員による「ひまわり」の絵の寄贈 

ロ、 全会員によるプランタへの草花の植栽と寄贈 

3.予算：絵及びプランタ等を合わせて 10万円以内とする 

4.その他、例会終了後絵画の設置及びプランタへの草花等 

移植作業を行う 

 

【米山委員会】            鈴木憲治委員長 

○東京 RC植田新太郎氏がカンボジア内戦時代に埋められ 

 た対人地雷の撤去に 1億 5千万円（RC会員寄付）の内東 

 京 RCが 3分のⅠを浄財した記事が載っています 

 「ロータリー世界と日本」から抜粋 

 ○いのちを守る→ポリオのない世界を実現するために 

        安心して飲める衛生的な水を手に入れる 

 ○人を育てる→ロータリー財団国際親善奨学金 

       ロータリー世界平和フェローシップ 

          ロータリー米山奨学金  

          読み書きのできない人をなくす 

          明日のために活動する 

 ○地域社会のために→地域の人とともに歩む会員たち 

 ○狭いの各地に手を差し伸べる→災害援助・衛生食料支援 

 「あなたも新しい風に」から抜粋 

  

  

 

 

○クラブ例会→例会出席はロータリーアンの基本 

○インターシティミーテング→グループごとに開く会合 

○地区大会→日本には 34の地区がある、年一回開催する 

○国際大会→毎年世界中会員が集まって開催する大会 

○ロータリーアンが大切にしている職業奉仕→会員は自ら

の人格と職業倫理の向上に努める 

○クラブの活動→地域社会の一員として国際的な活動 

○ロータリーの家族たち 

○ロータリーを楽しみましょう 

「振り返れば奉仕の道」10/15日経新聞に掲載 

 

以上みなさんの役にたつロータリー情報がたくさん載って 

いますのでぜひ読んでください。 

 

 

【親睦委員会】              志村委員長 

 10/15日開催の移動例会について収支報告をします 

（収入） 

 会 費       72,000円（4,000×18名） 

 例会費       44,000円 

 会場費        5,000円 

 麻生 BOX        5,525円   

 合計        126,525 円 

（支出） 

 あさおガーデン   121,275円（5,775円×21名） 

 部屋料        5,250円   

 合計        126,525 円 

 

 

【社会奉仕委員長会議報告】      花輪孝一委員長 

1.日時：9月 14日(火) 15：00－17：00 

2.場所：メモワールプラザソシア２１ 4Fエトアール 

3.川野ガバナー挨拶；前年と同じ事をやってはダメ、創意

工夫する必要がある、またロータリーの友 9月号をも

う一度読んでください。 

4.寺尾社会奉仕委員長：40年の歴史がある神奈川フィル

ハーモニー管弦楽楽団が財政悪化から危機に陥ってい

るので活動を支援したいとのことまた署名運動にもよ

ろしく協力してほしいとのこと。 

5.グループ討議 

「地域社会奉仕委員会に対する要望、提案について」 

そして「美化運動について」は多摩川及び鶴見川の清

掃ついて討議が行われました。 

6.最後に川野ガバナーが講評の中でぜひ新しい取り組み

に挑戦してほしいと強調されておりました。 

 

 

【四つのテスト】              安藤優会員 

 

【点鐘】                  山下会長 

 

【会報委員会】             文責 佐藤 忠博 

 

 


