
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ［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 

  

【【【【点点点点    鐘鐘鐘鐘】】】】                                                                        山下会長山下会長山下会長山下会長    

【【【【例会場例会場例会場例会場】】】】                                    百合丘百合丘百合丘百合丘カントリーカントリーカントリーカントリー倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部    

【【【【ソングソングソングソング】】】】                                                                蓬田委員蓬田委員蓬田委員蓬田委員    

 四四四四つのテストつのテストつのテストつのテスト 

【【【【ゲスト・ビジターゲスト・ビジターゲスト・ビジターゲスト・ビジター】】】】             山下会長山下会長山下会長山下会長    

○白井 勇様（川崎ＲＣ） 

 

【【【【会長報告会長報告会長報告会長報告】】】】                                                                    山下会長山下会長山下会長山下会長    

○○○○先週はソレイユ川崎への奉仕活動ご苦労様でした。 

    

1.『国際奉仕に関するアンケート』ご協力の件が届いています。 

2.2010-11年度 第41回ローターアクト年次大会開催のご

案内が届いています。 

 12月19日（日）点鐘：10時 場所：川崎大師平間寺 

 

【【【【幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告】】】】                                                                        梅澤幹事梅澤幹事梅澤幹事梅澤幹事    

1.1.1.1.文書着文書着文書着文書着    

◆川崎南R.C 

  平成22年12月21日（火）夜間例会 年忘れ家族会 

       場所：川崎日航ホテル 

   平成22年12月28日（火）休会 

   平成23年 1月  4日（火）休会 

   平成23年 1月11日（火）➔12日（水）に変更 

         4クラブ新年合同例会 

        場所：川崎日航ホテル 

   平成23年1月25日（火）夜間移動例会 

        場所：ヨコハマロイヤルパーク 

 

◆川崎幸R.C 

  平成22年12月10日（金）➔9日（木）移動例会 

 クリスマス家族会 

       点鐘：18時 

       場所：横浜ベイシェラトン 

   平成22年12月31日（金）休会 

第 897 回例会  12 月 3 日(金) 理事役員会⑤ 年次総会 

第 898 回例会  12 月 10 日(金)  クラブ協議会 クリスマス家族会リハーサル 

 

◆川崎大師R.C 

  平成22年12月22日（水）移動例会 

 年忘れ家族会 

       点鐘：18時 

       場所：横浜ベイシェラトン 

   平成22年12月29日（水）休会 

 

◆川崎マリーンR.C 

  平成22年12月16日（木）クリスマス家族会 

       点鐘：18時 

       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 

   平成23年 1月  6日（木）休会 

   平成23年 1月13日（木）➔12日（水）に変更 

         新春4クラブ合同例会 

◆川崎宮前R.C 

  平成22年12月21日（火）夜間移動例会 

        年忘れ家族会 

       点鐘：18時 

       場所：パン･パシフィック横浜ベイホテル東急  

   平成22年12月28日（火）休会 

   平成23年 1月4日（火）休会 

 

2.2.2.2.会報会報会報会報    

・川崎中ＲＣ        第1852回 ～ 第1855回 

・川崎とどろきＲＣ     第  599回 ～ 第  601回 

 

第 896 回 例会記録 平成 22 年 11 月 26 日（金） S.A.A 安藤 則雄 



    

3.3.3.3.例会場変更例会場変更例会場変更例会場変更    

 ◆川崎宮前R.C 

  木曽路 宮前平店 

   〒216-0005 川崎市宮前区土橋2-12-1 

 

【【【【出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会】】】】                                                            長瀬委員長瀬委員長瀬委員長瀬委員長長長長    

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 896 回 22 19 3 - 86.36％ 

第 895 回 22 19 3 1 90.91％ 

第 894 回 22 18 4 1 86.36％ 

 

【【【【ニコニコニコニコニコニコニコニコ委員会委員会委員会委員会】】】】                                                鈴木眞一委員鈴木眞一委員鈴木眞一委員鈴木眞一委員    

  第 896回（件数）   合 計 

ニコニコ    17 件       ￥20,000 

●お客様 

◇白井 勇様（川崎ＲＣ） 

 「いつもお世話様になります、よろしくお願いします。 

 お蔭様で麻生ロータリークラブの会員の方のご支援

もあり今年も新百合ヶ丘のイルミネーション点灯す

ることができました。今後とも宜しくお願いします」 

●当クラブ 

◇山下会長「珍しく仕事のし過ぎでかぜを引きました」 

◇梅澤幹事「小学校の講演をしてきました」 

◇安藤優会員「長瀬さんおめでとうございます」 

 ◇梶俊夫会員「ご無沙汰しております、忘れずに出席し

ました」 

       ◇志村幸男会員「クリスマス会の参加申込みお早めにお

願いします」 

◇鈴木憲治会員「先週の社会奉仕活動お疲れ様でした」 

◇長瀬敏之会員「息子の結婚祝い有り難うございました。

無事披露宴が終わりました」 

◇花輪孝一会員「ソレイユ川崎の社会奉仕活動有り難う

ございました」 

◇安藤則雄会員、大野勉会員、親松明会員、河島光男会

員、鈴木眞一会員、鈴木豊成会員、平澤兼一郎会員、

蓬田忠会員 

    以上、ご協力ありがとうございます。 

 

【【【【ロータリーロータリーロータリーロータリー財団財団財団財団】】】】                                            佐藤忠博委員長佐藤忠博委員長佐藤忠博委員長佐藤忠博委員長    

  第 896 回（件数）   合 計 

R ・ 財 団      0 件      ￥0 

 

 

【【【【米山記念奨学米山記念奨学米山記念奨学米山記念奨学】】】】                                                鈴木憲治委員長鈴木憲治委員長鈴木憲治委員長鈴木憲治委員長    

  第 895 回（件数）   合 計 

米山奨学      0 件      ￥0 

  

 

 

 

【【【【増強委員会増強委員会増強委員会増強委員会】】】】                                                    安藤優委員長安藤優委員長安藤優委員長安藤優委員長    

ロータリー入会候補者リストに基づく進行状況を発表 

1、樫村嘉彦様（山下会長）・継続して勧奨する 

2、長瀬和得様（長瀬会員）・継続中    
3、土方泰司様（安藤・山下会員）・入会意思なし 

4、的場様（安藤会員）・再度話をしてみます 

5、太田様（森会員） 

6、川村隆様（安藤会員） 

7、幸島宏邦様（全員）・継続して交渉中 

8、淺川南様（森会員） 

9、小島様（山崎会員）・再度話をしてみます 

10、森恒雄（全員） 

11、カジトオル様（長瀬・河島会員） 

12、飯島健一郎様（志村会員）・積極的に勧めます。 

 

以上の方々を入会させるためには、入会パンフレットまたは

「ロータリーの友」などを積極的に渡し継続して入会を勧め

ることが大切であるという意見も出ておりました。 

皆で力を合わせ、協力をしましょう！！ 

 

 

【【【【12121212 月月月月のプログラムのプログラムのプログラムのプログラム】】】】                                            梅澤幹事梅澤幹事梅澤幹事梅澤幹事    

    12121212 月月月月    3333 日日日日（（（（金金金金））））    理事役員会開催理事役員会開催理事役員会開催理事役員会開催    

                                        年次総会開催年次総会開催年次総会開催年次総会開催    

    12121212 月月月月 10101010 日日日日（（（（金金金金））））    クラブクラブクラブクラブ協議会協議会協議会協議会    

    12121212 月月月月 17171717 日日日日（（（（金金金金））））➔➔➔➔22222222 日日日日（（（（水水水水））））にににに移動移動移動移動    

    12121212 月月月月 22222222 日日日日（（（（水水水水））））    クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス家族会家族会家族会家族会    

    12121212 月月月月 24242424 日日日日（（（（金金金金））））    年末休会年末休会年末休会年末休会    

   

   

●12 月 3日年次総会 欠席の方は委任状を提出して 

下さい。 

 

    

    

【【【【ゴルフゴルフゴルフゴルフ同好会同好会同好会同好会】】】】                                            鈴木憲治会長鈴木憲治会長鈴木憲治会長鈴木憲治会長 

 

   

 

                     
     

 

 

 

 

【【【【四四四四つのテストつのテストつのテストつのテスト】】】】                                                        安藤優会員安藤優会員安藤優会員安藤優会員    

【【【【点鐘点鐘点鐘点鐘】】】】                                                                        山下会長山下会長山下会長山下会長    

【【【【会報委員会会報委員会会報委員会会報委員会】】】】                                                    文責文責文責文責    佐藤佐藤佐藤佐藤    忠博忠博忠博忠博    

 

 

第第第第 69696969 回川崎麻生回川崎麻生回川崎麻生回川崎麻生ＲＣＲＣＲＣＲＣ    ゴルフコンペゴルフコンペゴルフコンペゴルフコンペ    

12 月 9 日（木）太平洋クラブ 

 御殿場コース 

 

9 時 45 分 アウトスタート 

 

集合場所集合場所集合場所集合場所：：：：河島会員事務所河島会員事務所河島会員事務所河島会員事務所にににに    

7777 時時時時 15151515 分集合分集合分集合分集合・・・・出発出発出発出発 

 


