
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ［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】】】】           安藤則雄安藤則雄安藤則雄安藤則雄 SAASAASAASAA 委員長委員長委員長委員長    

   我等の生業 

 

【【【【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    

1.2010 年度期間終了米山奨学生終了式・歓送開催のご案

内が届いています。 

 2 月 27 日(日)17:00-20:00 ホテルキャメロット  

2. 2011-12 年度国際ロータリー(RI)テーマ決定のお知ら

せ Reach Within to Embrace Humanity(こころの中 

 を見つめよう 博愛を広げるために) 

3.2011-12 年度公式名簿コピー提出のお願いが届いて 

 います。 

4.ロータリー米山記念奨学会ニュース(ハイライトよね

やま 131 号)が届いています。寄付金速報等 

5.米山奨学会より「功労クラブ表彰」の連絡が届いて 

 います。 

 

【【【【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    

◆川崎日吉RC 

   平成23年2月24日（木）➔ 19日（土）に変更 

         IMに参加 

   平成23年3月17日（木）休会 

 

◆川崎北RC 

  平成23年2月 2日（水）➔4日（金）に変更 

        6RC合同親睦例会 

       点鐘：16時30分 

       場所：ホテルKSP 

   平成23年2月23日（水）休会 

 

第 903 回例会  1 月 28 日(金)会員卓話（梶会員・志村会員・鈴木憲治会員・鈴木眞一会員）場所場所場所場所：：：：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 

第 904 回例会  2 月  4 日(金) 理事役員会⑧ クラブフォーラム（20 周年に向けて）                場所場所場所場所：：：：ホテルモリノホテルモリノホテルモリノホテルモリノ    

◆川崎宮前RC 

   平成23年2月 1日（火）➔ 4日（金）に変更 

第2グループ合同例会 

       点鐘：16時30分 

       場所：ホテルKSP 

   平成23年2月15日（火）➔ 19日（土）に変更 

         第1.2.3グループIMに参加 

   平成23年3月29日（火）休会 

 

◆川崎中原RC 

  平成23年1月27日（木）夜間移動例会 

       点鐘：18時 

       場所：割烹「千治」 

  平成23年2月 3日（木）➔4日（金）に変更 

        6RC合同親睦例会 

       点鐘：16時30分 

       場所：ホテルKSP 

   平成23年2月17日（木）➔ 19日（土）に変更 

         IMに参加 

  平成23年2月24日（木）休会 

 

◆川崎多摩RC 

  平成23年1月27日（木）夜間移動例会 

       点鐘：18時30分 

  平成23年2月10日（木）休会 

   平成23年2月17日（木）➔ 19日（土）に変更 

         IMに参加 

 

 

第 902 回 例会記録 平成 23 年 1月 21 日（金） S.A.A 委員長 安藤 則雄 



    

【【【【出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会】】】】                                                            長瀬長瀬長瀬長瀬委員長委員長委員長委員長    

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 902 回 22 18 4 - 81.82％ 

第 901 回 22 21 1 1 100％ 

第 900 回 22 17 5 2 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】】】】                                                鈴木眞一鈴木眞一鈴木眞一鈴木眞一委員委員委員委員    

  第 902 回（件数）   合 計 

ニコニコ    16 件       ￥17,000 

 

●当クラブ 

◇山下会長｢次年度の準備ご苦労様です｣ 

◇梅澤幹事｢幹事の日ですよろしく｣ 

◇親松会員｢憲治さんごちそうさまです｣ 

◇河島会員｢2週例会欠席ですみません｣ 

◇志村会員｢節分祭、年男、年女募集しております｣ 

◇山崎会員｢梶さん、憲治さん昨日はお世話になりました｣ 

◇安藤優会員◇安藤則雄会員◇大野会員◇尾作均会員 

◇尾作弘会員◇鈴木憲治会員◇花輪会員◇平澤会員 

◇鈴木眞一会員◇鈴木豊成会員 

 

以上、ご協力ありがとうございます。 

 

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

  第 902 回（件数）   合 計 

米山奨学    1 件       ￥10,000 

 ◇河島会員 

 

【【【【幹事卓話幹事卓話幹事卓話幹事卓話】】】】    

…………半期半期半期半期をををを振振振振りりりり返返返返りりりり…………                                梅澤梅澤梅澤梅澤幹事幹事幹事幹事    

   

    

7 月月月月にににに新年度新年度新年度新年度をスタートしてをスタートしてをスタートしてをスタートして、、、、会長会長会長会長はじめはじめはじめはじめ会員皆様会員皆様会員皆様会員皆様からからからから、、、、

ごごごご指導指導指導指導ごごごご鞭撻頂鞭撻頂鞭撻頂鞭撻頂きききき半期半期半期半期をををを務務務務めることがめることがめることがめることが出来出来出来出来ましたましたましたました。。。。    

本当本当本当本当にににに有難有難有難有難うござうござうござうございましたいましたいましたいました。。。。今後今後今後今後もよろしくおもよろしくおもよろしくおもよろしくお願願願願いいいいいいいい

たしますたしますたしますたします。。。。 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐7 月月月月‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

     6 日日日日    百合丘百合丘百合丘百合丘 RC にににに会長幹事新任挨拶訪問会長幹事新任挨拶訪問会長幹事新任挨拶訪問会長幹事新任挨拶訪問 

     7 日日日日    岸岸岸岸    アイアイアイアイ会員会員会員会員ごごごご逝去逝去逝去逝去            享年享年享年享年 82 歳歳歳歳 

    14 日日日日    第第第第 1 回第回第回第回第 3 グループグループグループグループ会長幹事会会長幹事会会長幹事会会長幹事会 

多摩多摩多摩多摩 RC 担当担当担当担当    柏屋柏屋柏屋柏屋にてにてにてにて 

    15 日日日日    多摩多摩多摩多摩 RC にににに会長幹事新任挨拶訪問会長幹事新任挨拶訪問会長幹事新任挨拶訪問会長幹事新任挨拶訪問 

    16 日日日日    川崎西川崎西川崎西川崎西 RC にににに会長幹事新任挨拶訪問会長幹事新任挨拶訪問会長幹事新任挨拶訪問会長幹事新任挨拶訪問 

    30 日日日日    納涼家族会納涼家族会納涼家族会納涼家族会                            琴平神社琴平神社琴平神社琴平神社にてにてにてにて 

                雅楽雅楽雅楽雅楽    ギターギターギターギター    バイオリンバイオリンバイオリンバイオリン演奏演奏演奏演奏 

    流流流流しソーメンしソーメンしソーメンしソーメン    花火他花火他花火他花火他 

                親睦委員親睦委員親睦委員親睦委員、、、、会員会員会員会員のののの皆皆皆皆さんおさんおさんおさんお疲疲疲疲れれれれ様様様様でしたでしたでしたでした。。。。 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐8 月月月月‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

     4 日日日日    百合丘百合丘百合丘百合丘 RC    納涼会納涼会納涼会納涼会にににに参参参参加加加加 

     6 日日日日    鈴木鈴木鈴木鈴木ガバナーガバナーガバナーガバナー補佐補佐補佐補佐クラブクラブクラブクラブ協議会協議会協議会協議会 

    20 日日日日    川野川野川野川野ガバナーガバナーガバナーガバナー公式訪問公式訪問公式訪問公式訪問 

                会員皆様会員皆様会員皆様会員皆様のおのおのおのお陰陰陰陰でででで無事無事無事無事にににに終終終終えることがえることがえることがえることが出来出来出来出来ましたましたましたました。。。。 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐9 月月月月‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

     8 日日日日    第第第第 2 回第回第回第回第 3 グループグループグループグループ会長幹事会会長幹事会会長幹事会会長幹事会 

川崎西川崎西川崎西川崎西ＲＣＲＣＲＣＲＣ担当担当担当担当        ホテルホテルホテルホテル KSP 

     9 日日日日    森森森森    曻曻曻曻会員会員会員会員        ごごごご逝去逝去逝去逝去        享年享年享年享年 77 歳歳歳歳 

    10 日日日日    日興日興日興日興コーデイアルコーデイアルコーデイアルコーデイアル証券証券証券証券(株株株株)    招聘卓話招聘卓話招聘卓話招聘卓話 

                今川倫太郎氏今川倫太郎氏今川倫太郎氏今川倫太郎氏        株式株式株式株式・・・・金利金利金利金利・・・・為替見通為替見通為替見通為替見通しししし 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐10 月月月月‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

     8 日日日日    仲山仲山仲山仲山    実氏実氏実氏実氏    100 歳歳歳歳までまでまでまで歩歩歩歩こうこうこうこう 

        足足足足ツボマッサージツボマッサージツボマッサージツボマッサージ     

    15 日日日日    麻生麻生麻生麻生ガーデンにてガーデンにてガーデンにてガーデンにて移動例会移動例会移動例会移動例会 

                米山奨学生米山奨学生米山奨学生米山奨学生のトリスのトリスのトリスのトリスタンタンタンタン、、、、ミアンのミアンのミアンのミアンの卓話卓話卓話卓話 

    29 日日日日～～～～30 日日日日    地区大会地区大会地区大会地区大会    神奈川県民神奈川県民神奈川県民神奈川県民ホールにてホールにてホールにてホールにて 

                日本日本日本日本のののの歩歩歩歩むべきむべきむべきむべき道道道道    小泉純一郎氏記念講演小泉純一郎氏記念講演小泉純一郎氏記念講演小泉純一郎氏記念講演 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐11 月月月月‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

     5 日日日日    ＲＲＲＲ財団学友浦野郁様財団学友浦野郁様財団学友浦野郁様財団学友浦野郁様によるによるによるによる招聘卓話招聘卓話招聘卓話招聘卓話 

    10 日日日日    第第第第 3 回第回第回第回第 3 グループグループグループグループ会長幹事会会長幹事会会長幹事会会長幹事会 

百合丘百合丘百合丘百合丘 RC 担当担当担当担当        ホテルモリノホテルモリノホテルモリノホテルモリノ 

    19 日日日日    社会奉仕活動社会奉仕活動社会奉仕活動社会奉仕活動    ソレイユソレイユソレイユソレイユ川崎川崎川崎川崎にににに志村会員志村会員志村会員志村会員がががが 

描描描描いたいたいたいた絵画寄贈絵画寄贈絵画寄贈絵画寄贈 

                志村会員志村会員志村会員志村会員    大変高価大変高価大変高価大変高価なななな絵画有難絵画有難絵画有難絵画有難うございましたうございましたうございましたうございました。。。。 

 

 

 



 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐12 月月月月‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

     3 日日日日    2011 年年年年～～～～2012 年度理事役員年度理事役員年度理事役員年度理事役員がががが総会総会総会総会にてにてにてにて承認承認承認承認 

されましたされましたされましたされました。。。。     

    17 日日日日    川崎西川崎西川崎西川崎西 RC    45 周年記念周年記念周年記念周年記念にににに出席出席出席出席     

    20 日日日日    高津南高津南高津南高津南 RC    家族家族家族家族クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス会会会会にににに参加参加参加参加 

    22 日日日日    当当当当クラブクリスマスクラブクリスマスクラブクリスマスクラブクリスマス家族会家族会家族会家族会 

                落語落語落語落語    トリスタントリスタントリスタントリスタン    ナツシュビル・フェローズナツシュビル・フェローズナツシュビル・フェローズナツシュビル・フェローズ演奏演奏演奏演奏 

                親睦委員親睦委員親睦委員親睦委員のののの皆様皆様皆様皆様おおおお疲疲疲疲れれれれ様様様様でしたでしたでしたでした。。。。 

                鈴木眞一会員有難鈴木眞一会員有難鈴木眞一会員有難鈴木眞一会員有難うございましたうございましたうございましたうございました。。。。 

    25 日日日日    百合丘百合丘百合丘百合丘 RC    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にににに参加参加参加参加 

 

7 月月月月はははは他他他他クラブにクラブにクラブにクラブに表敬訪問表敬訪問表敬訪問表敬訪問をををを終終終終ええええ、、、、琴平神社琴平神社琴平神社琴平神社にてにてにてにて楽楽楽楽しいしいしいしい

納涼会納涼会納涼会納涼会ができましたができましたができましたができました。。。。8 月月月月にはにはにはには、、、、ガバナーガバナーガバナーガバナー補佐訪問補佐訪問補佐訪問補佐訪問によによによによ

るるるる、、、、クラブクラブクラブクラブ協議会協議会協議会協議会、、、、そしてガバナーそしてガバナーそしてガバナーそしてガバナー公式訪問公式訪問公式訪問公式訪問がありがありがありがあり大大大大

変忙変忙変忙変忙しいしいしいしい月月月月でしたでしたでしたでした。。。。9 月月月月にはにはにはには各各各各クラブのセミナーそしてクラブのセミナーそしてクラブのセミナーそしてクラブのセミナーそして、、、、

日興日興日興日興コーディアルコーディアルコーディアルコーディアル証券証券証券証券（（（（株株株株））））今川氏今川氏今川氏今川氏によによによによるるるる招聘卓話招聘卓話招聘卓話招聘卓話、、、、

10 月月月月はははは仲山先生仲山先生仲山先生仲山先生によるによるによるによる足足足足ツボツボツボツボ療法療法療法療法のののの卓話卓話卓話卓話がありましたがありましたがありましたがありました。。。。

それからそれからそれからそれから県民県民県民県民ホールにてホールにてホールにてホールにて地区大会地区大会地区大会地区大会がががが開開開開かれかれかれかれ、「、「、「、「日本日本日本日本のののの歩歩歩歩

むべきむべきむべきむべき道道道道」」」」とととと題題題題してしてしてして小泉純一郎元総理小泉純一郎元総理小泉純一郎元総理小泉純一郎元総理のののの記念講演記念講演記念講演記念講演ではではではでは、、、、

今今今今のののの行行行行きききき詰詰詰詰まったまったまったまった政局政局政局政局にににに日本日本日本日本のののの進進進進むべきむべきむべきむべき方向性方向性方向性方向性をををを示唆示唆示唆示唆

されたものでしたされたものでしたされたものでしたされたものでした。。。。11 月月月月にはにはにはには社会奉仕活動社会奉仕活動社会奉仕活動社会奉仕活動としてとしてとしてとして、、、、重重重重

症心身障害児施設症心身障害児施設症心身障害児施設症心身障害児施設「「「「ソレイユソレイユソレイユソレイユ川崎川崎川崎川崎」」」」へへへへ、、、、志村幸男会員志村幸男会員志村幸男会員志村幸男会員

作作作作「「「「ひまわりのひまわりのひまわりのひまわりの道道道道」」」」のののの絵画絵画絵画絵画をををを贈呈贈呈贈呈贈呈しましたしましたしましたしました。。。。12 月月月月はははは親親親親

睦睦睦睦・・・・家族委員会家族委員会家族委員会家族委員会によるによるによるによる、、、、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をををを盛大盛大盛大盛大にににに無無無無

事終了事終了事終了事終了することができましたすることができましたすることができましたすることができました。。。。会員全員会員全員会員全員会員全員おおおお疲疲疲疲れれれれ様様様様でしでしでしでし

たたたた。。。。 

今年度方針今年度方針今年度方針今年度方針のののの会員全員卓話会員全員卓話会員全員卓話会員全員卓話もももも、、、、順調順調順調順調にににに行行行行うことができうことができうことができうことができ

まままましたしたしたした。。。。あとあとあとあと半年前期同様半年前期同様半年前期同様半年前期同様、、、、会員会員会員会員のののの皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご支援支援支援支援、、、、        

ごごごご鞭撻鞭撻鞭撻鞭撻をよろしくおをよろしくおをよろしくおをよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 

 

 

 

 

   

 

◆次年度準備委員会の予定を発表する緊張感いっぱいの

山崎会長エレクト      

 

   

 
 

 

＊テーブルおみやげ紹介 

  鈴木憲治会員から毎年恒例の干支の刺繍ミニハンカ

チと、金沢の銘菓 福櫻をいただきました。 

    

          

 

【【【【四四四四つのテストつのテストつのテストつのテスト】】】】                                                            山崎山崎山崎山崎会員会員会員会員    

【【【【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    安藤安藤安藤安藤    優優優優    

    

    

    

    

    

    

    



    

委員会活動計画進捗状況委員会活動計画進捗状況委員会活動計画進捗状況委員会活動計画進捗状況    （（（（2010.12・・・・31 現在現在現在現在））））(敬称略敬称略敬称略敬称略) 

 

会場監督会場監督会場監督会場監督    委員長委員長委員長委員長    安藤則雄安藤則雄安藤則雄安藤則雄 
     委員委員委員委員    尾作尾作尾作尾作    弘弘弘弘    河島光男河島光男河島光男河島光男    鈴木憲治鈴木憲治鈴木憲治鈴木憲治    花輪孝一花輪孝一花輪孝一花輪孝一    蓬田蓬田蓬田蓬田    忠忠忠忠 

●●●●    現在現在現在現在までにまでにまでにまでに実施実施実施実施したことしたことしたことしたこと 

    1．．．．一一一一ヶヶヶヶ月交代月交代月交代月交代でででで例会例会例会例会のののの準備準備準備準備、、、、司会進行司会進行司会進行司会進行、、、、後片付後片付後片付後片付けをけをけをけを行行行行ったったったった。。。。 

    2．．．．移動例会時移動例会時移動例会時移動例会時のののの会場手配会場手配会場手配会場手配をををを行行行行ったったったった。。。。 

    3．．．．プログラムプログラムプログラムプログラム委員会委員会委員会委員会、、、、親睦委員会親睦委員会親睦委員会親睦委員会とのとのとのとの連携連携連携連携をとってをとってをとってをとって活動活動活動活動をををを行行行行ったったったった。。。。 

    4．．．．出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会とのとのとのとの例会準備例会準備例会準備例会準備をををを行行行行ったったったった。。。。 

●●●●    これからこれからこれからこれから実施実施実施実施することすることすることすること 

    1．．．．一一一一ヶヶヶヶ月交代月交代月交代月交代のののの例会準備例会準備例会準備例会準備、、、、司会進行司会進行司会進行司会進行、、、、後片付後片付後片付後片付けをけをけをけを継続継続継続継続するするするする。。。。 

    2．．．．移動例会時移動例会時移動例会時移動例会時のののの会場会場会場会場手配手配手配手配をををを行行行行うううう。。。。 

    3．．．．出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会、、、、プログラムプログラムプログラムプログラム委員会委員会委員会委員会、、、、親睦委員会親睦委員会親睦委員会親睦委員会とととと連携連携連携連携してしてしてして活動活動活動活動するするするする。。。。 

●●●●    そのそのそのその他他他他 

    1．．．．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でのでのでのでの例会時例会時例会時例会時のののの昼食昼食昼食昼食をををを検討検討検討検討するするするする。。。。 

    2．．．．例会時例会時例会時例会時のののの規律規律規律規律のののの乱乱乱乱れをれをれをれを注意注意注意注意するするするする。。。。(私語等私語等私語等私語等) 

 

クラブクラブクラブクラブ奉仕委員会奉仕委員会奉仕委員会奉仕委員会    委員長委員長委員長委員長    山﨑弘子山﨑弘子山﨑弘子山﨑弘子 

●●●●    現在現在現在現在までにまでにまでにまでに実施実施実施実施したことしたことしたことしたこと 

    1．．．．当当当当クラブクラブクラブクラブ会員会員会員会員にににに依依依依るるるる卓話卓話卓話卓話、、、、外部外部外部外部からのからのからのからの卓話卓話卓話卓話はははは、、、、各委員各委員各委員各委員のののの協力協力協力協力によりによりによりにより順調順調順調順調にににに進進進進められているめられているめられているめられている。。。。 

        2．．．．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もももも会員会員会員会員のののの御家族御家族御家族御家族、、、、友人友人友人友人、、、、知人知人知人知人をををを交交交交ええええ楽楽楽楽しくしくしくしく無事終了無事終了無事終了無事終了。。。。プログラムのデザインプログラムのデザインプログラムのデザインプログラムのデザイン

もももも大変好評大変好評大変好評大変好評でしたでしたでしたでした。（。（。（。（事務局事務局事務局事務局のののの今林今林今林今林さんさんさんさん有難有難有難有難うございましたうございましたうございましたうございました）））） 

●●●●    ここここれかられかられかられから実施実施実施実施することすることすることすること 

    1．．．．麻生川麻生川麻生川麻生川のポスターのポスターのポスターのポスター貼貼貼貼りりりり。。。。花輪会員花輪会員花輪会員花輪会員がががが地域小学校地域小学校地域小学校地域小学校にににに依頼依頼依頼依頼、、、、現在進行中現在進行中現在進行中現在進行中ですですですです。。。。 

2．．．．会員会員会員会員のブルーベリーのブルーベリーのブルーベリーのブルーベリー園園園園でのブルーベリーでのブルーベリーでのブルーベリーでのブルーベリー狩狩狩狩りりりり 

3．．．．一年間一年間一年間一年間ごごごご苦労様会苦労様会苦労様会苦労様会、、、、次年度会長次年度会長次年度会長次年度会長、、、、幹事幹事幹事幹事がががが現在企画中現在企画中現在企画中現在企画中。。。。 

 

職業分類委員会職業分類委員会職業分類委員会職業分類委員会    委員長委員長委員長委員長    蓬田蓬田蓬田蓬田    忠忠忠忠 

●●●●    現在現在現在現在までにまでにまでにまでに実施実施実施実施したことしたことしたことしたこと 

    1．．．．9 月月月月にににに亡亡亡亡くなったくなったくなったくなった森会員森会員森会員森会員のののの長男長男長男長男をををを入会入会入会入会にににに向向向向かってかってかってかって、、、、増強委員会増強委員会増強委員会増強委員会はははは勿論勿論勿論勿論のことのことのことのこと会員全員会員全員会員全員会員全員がががが増強委増強委増強委増強委

員員員員のののの観点観点観点観点からからからから努力努力努力努力しているしているしているしている最中最中最中最中ですですですです。。。。 

    2．．．．職業分類職業分類職業分類職業分類のののの観点観点観点観点からからからから青葉区青葉区青葉区青葉区にににに在住在住在住在住のののの方方方方にににに、、、、ごごごご尽力尽力尽力尽力をいただきをいただきをいただきをいただき麻生区内麻生区内麻生区内麻生区内のののの弁護士弁護士弁護士弁護士かかかか裁判所裁判所裁判所裁判所にににに関係関係関係関係

あるあるあるある方方方方でででで、、、、2 度程度程度程度程おおおお会会会会いしていしていしていして、、、、さぐっていさぐっていさぐっていさぐっているるるる現状現状現状現状ですですですです。。。。 

 



●●●●    これからこれからこれからこれから実施実施実施実施することすることすることすること 

    1．．．．今年度岸会員今年度岸会員今年度岸会員今年度岸会員(7 月月月月)・・・・森森森森曻曻曻曻 (9 月月月月)会員会員会員会員のののの逝去逝去逝去逝去によりによりによりにより、、、、2 名名名名のののの会員会員会員会員がががが減減減減りましたりましたりましたりました。。。。何何何何よりよりよりより残念残念残念残念なななな前期前期前期前期

となりましたがとなりましたがとなりましたがとなりましたが、、、、増強増強増強増強・・・・選考委員会選考委員会選考委員会選考委員会とととと、、、、よりよりよりより緊密緊密緊密緊密なななな関係関係関係関係をををを築築築築きききき、、、、増強増強増強増強はもとりはもとりはもとりはもとり、、、、退会防止退会防止退会防止退会防止にもにもにもにも力力力力

をををを注注注注ぎぎぎぎ焦焦焦焦らずらずらずらず職業分類職業分類職業分類職業分類をををを時代時代時代時代にににに合合合合ったったったった職業職業職業職業をををを見極見極見極見極めてめてめてめて後期後期後期後期にににに力力力力をををを入入入入れたいとれたいとれたいとれたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

 

増強増強増強増強・・・・選考委員会選考委員会選考委員会選考委員会    委員長委員長委員長委員長    安藤安藤安藤安藤    優優優優        委員委員委員委員    全員全員全員全員 

●●●●    現在現在現在現在までにまでにまでにまでに実施実施実施実施したことしたことしたことしたこと 

        1．．．．これまでこれまでこれまでこれまで 2 回回回回、、、、クラブフォーラムをクラブフォーラムをクラブフォーラムをクラブフォーラムを行行行行いいいい、、、、候補者選考候補者選考候補者選考候補者選考しししし検討検討検討検討したしたしたした。。。。 

        2．．．．新会員加入新会員加入新会員加入新会員加入セットをセットをセットをセットを用意用意用意用意してしてしてして候補者候補者候補者候補者へへへへ届届届届けてけてけてけていただいたいただいたいただいたいただいた。。。。 

●●●●    これからこれからこれからこれから実施実施実施実施することすることすることすること 

        1．．．．引引引引きききき続続続続いていていていて候補者候補者候補者候補者へのへのへのへの加入加入加入加入をををを継続継続継続継続してもらいますしてもらいますしてもらいますしてもらいます。。。。 

        2．．．．新会員加入案内新会員加入案内新会員加入案内新会員加入案内(パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット)をよりをよりをよりをより充実充実充実充実させたいさせたいさせたいさせたい。。。。 

●●●●    そのそのそのその他他他他 

1．．．．全員全員全員全員がががが自覚自覚自覚自覚をををを持持持持ってってってって行動行動行動行動していかないとしていかないとしていかないとしていかないと難難難難しいしいしいしい。。。。 

 

ロータリーロータリーロータリーロータリー情報委員会情報委員会情報委員会情報委員会    委員長委員長委員長委員長    大野大野大野大野    勉勉勉勉    委員委員委員委員    安藤安藤安藤安藤(優優優優)    安藤安藤安藤安藤(則則則則) 

●●●●    現在現在現在現在までにまでにまでにまでに実施実施実施実施したことしたことしたことしたこと 

    1．．．．なかなかロータリーなかなかロータリーなかなかロータリーなかなかロータリー情報情報情報情報のののの発表発表発表発表するするするする機会機会機会機会がががが無無無無いのでいのでいのでいので、、、、コメントがコメントがコメントがコメントが難難難難しいしいしいしい。。。。 

●●●●    これからこれからこれからこれから実施実施実施実施することすることすることすること 

    1．．．．昨年昨年昨年昨年のわかりやすいロータリーのマニアルをのわかりやすいロータリーのマニアルをのわかりやすいロータリーのマニアルをのわかりやすいロータリーのマニアルを実施実施実施実施したいしたいしたいしたい。。。。 

●●●●    そのそのそのその他他他他 

    1．．．．会員会員会員会員のののの増強増強増強増強がががが出来出来出来出来ないないないない事事事事かかかか？？？？ 

 

出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会    委員長委員長委員長委員長    長瀬敏之長瀬敏之長瀬敏之長瀬敏之 

●●●●    現在現在現在現在までにまでにまでにまでに実施実施実施実施したことしたことしたことしたこと 

        1．．．．欠席者欠席者欠席者欠席者ににににＥＥＥＥメールでメーキャプのメールでメーキャプのメールでメーキャプのメールでメーキャプの勧勧勧勧めをしましためをしましためをしましためをしました。。。。 

●●●●    これからこれからこれからこれから実施実施実施実施することすることすることすること 

1．．．．欠席欠席欠席欠席しないようつとめるしないようつとめるしないようつとめるしないようつとめる。。。。 

 

 

 

 

 

 



 

親睦親睦親睦親睦・・・・家族委員会家族委員会家族委員会家族委員会    委員長委員長委員長委員長    志村幸男志村幸男志村幸男志村幸男 
                                    委員委員委員委員    尾作均尾作均尾作均尾作均    梶俊夫梶俊夫梶俊夫梶俊夫    平澤兼一郎平澤兼一郎平澤兼一郎平澤兼一郎    長瀬敏之長瀬敏之長瀬敏之長瀬敏之 

●●●●    現在現在現在現在までにまでにまでにまでに実施実施実施実施したことしたことしたことしたこと 

        1．．．．納涼家族会納涼家族会納涼家族会納涼家族会        7 月月月月 30 日日日日(金金金金)琴平神社参集殿琴平神社参集殿琴平神社参集殿琴平神社参集殿にににに於於於於いていていていて開催開催開催開催 

                会費会費会費会費 3000 円円円円    会員家族会員家族会員家族会員家族はははは 1000 円円円円にてにてにてにて 18 時点鐘時点鐘時点鐘時点鐘 

                内容内容内容内容はははは、、、、日本伝統楽器日本伝統楽器日本伝統楽器日本伝統楽器によるによるによるによる雅楽雅楽雅楽雅楽、、、、バイオリンバイオリンバイオリンバイオリン演奏演奏演奏演奏、、、、トリスタントリスタントリスタントリスタン君君君君のギターのギターのギターのギター、、、、そうめんそうめんそうめんそうめん流流流流しししし、、、、

花火大会花火大会花火大会花火大会、、、、楽楽楽楽しいしいしいしい一時一時一時一時となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。 

        2．．．．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    12 月月月月 22 日日日日(水水水水)    ホテルモリノにホテルモリノにホテルモリノにホテルモリノに於於於於いていていていて開催開催開催開催 

                18 時点鐘時点鐘時点鐘時点鐘    74 名名名名のののの参加参加参加参加 

                内容内容内容内容はははは、、、、花見亭一平氏花見亭一平氏花見亭一平氏花見亭一平氏のののの落語落語落語落語、、、、トリスタントリスタントリスタントリスタン君君君君のギターのギターのギターのギター演奏演奏演奏演奏、、、、ナッシュビルナッシュビルナッシュビルナッシュビル、、、、フフフフェローズによェローズによェローズによェローズによ

るバンドるバンドるバンドるバンド演奏演奏演奏演奏、、、、最後最後最後最後にににに全員全員全員全員にににに当当当当たるたるたるたる、、、、くじくじくじくじ引引引引きにきにきにきに無事終了無事終了無事終了無事終了しましたしましたしましたしました。。。。 

●●●●    これからこれからこれからこれから実施実施実施実施することすることすることすること 

    1．．．．3 月下旬頃月下旬頃月下旬頃月下旬頃にににに花見花見花見花見のののの会会会会をををを考考考考えていますえていますえていますえています。。。。 

●●●●    そのそのそのその他他他他 

    1．．．．会長会長会長会長、、、、幹事幹事幹事幹事ごごごご苦労苦労苦労苦労さんさんさんさん会会会会のおのおのおのお手伝手伝手伝手伝いさせていさせていさせていさせて頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。 

 

プログラムプログラムプログラムプログラム委員会委員会委員会委員会    委員長委員長委員長委員長    親松親松親松親松    明明明明 

●●●●    現在現在現在現在までにまでにまでにまでに実施実施実施実施したことしたことしたことしたこと 

        1．．．．会員卓話会員卓話会員卓話会員卓話はははは順調順調順調順調にににに半期終半期終半期終半期終わりましたわりましたわりましたわりました。。。。 

●●●●    これからこれからこれからこれから実施実施実施実施することすることすることすること 

    1．．．．後半後半後半後半はははは残残残残りのりのりのりの会員卓話会員卓話会員卓話会員卓話をををを終了終了終了終了させたいさせたいさせたいさせたい。。。。又各月間又各月間又各月間又各月間にににに合合合合わせわせわせわせ卓話者卓話者卓話者卓話者をををを選択選択選択選択するするするする。。。。 

 

雑誌雑誌雑誌雑誌・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    委員長委員長委員長委員長    碓井美枝子碓井美枝子碓井美枝子碓井美枝子 

●●●●    現在現在現在現在までにまでにまでにまでに実施実施実施実施したことしたことしたことしたこと 

        1．．．．例会例会例会例会にににに「「「「ロータリーのロータリーのロータリーのロータリーの友友友友」」」」にににに掲載掲載掲載掲載されているされているされているされている他他他他クラブのクラブのクラブのクラブの活動活動活動活動、、、、情報等読情報等読情報等読情報等読みあげたみあげたみあげたみあげた。。。。 

        2．．．．麻生観光協会麻生観光協会麻生観光協会麻生観光協会のののの写真写真写真写真コンクールにコンクールにコンクールにコンクールに協賛協賛協賛協賛しししし、、、、ポスターにポスターにポスターにポスターに当当当当クラブクラブクラブクラブ名名名名をををを掲載掲載掲載掲載しましたしましたしましたしました。。。。 

●●●●    これからこれからこれからこれから実施実施実施実施することすることすることすること 

    1．．．．今年度今年度今年度今年度のののの当当当当クラブのクラブのクラブのクラブの奉仕活動等奉仕活動等奉仕活動等奉仕活動等をををを「「「「ロータリーのロータリーのロータリーのロータリーの友友友友」」」」にににに掲載掲載掲載掲載したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いいいいますますますます。。。。 

 

ＩＴＩＴＩＴＩＴ推進委員会推進委員会推進委員会推進委員会    委員長委員長委員長委員長    碓井美枝子碓井美枝子碓井美枝子碓井美枝子 

●●●●    現在現在現在現在までにまでにまでにまでに実施実施実施実施したことしたことしたことしたこと 

    1．．．．ホームページホームページホームページホームページ作成等作成等作成等作成等、、、、会長会長会長会長、、、、幹事幹事幹事幹事におにおにおにお願願願願いしましたいしましたいしましたいしました。。。。 

●●●●    これからこれからこれからこれから実施実施実施実施することすることすることすること 

特特特特になしになしになしになし 

 

 



クラブクラブクラブクラブ会報委員会会報委員会会報委員会会報委員会    委員長委員長委員長委員長    河島光男河島光男河島光男河島光男 
       委員委員委員委員    佐藤忠博佐藤忠博佐藤忠博佐藤忠博    鈴木豊成鈴木豊成鈴木豊成鈴木豊成    安藤優安藤優安藤優安藤優    碓井美恵子碓井美恵子碓井美恵子碓井美恵子    森茂則森茂則森茂則森茂則 

●●●●    現在現在現在現在までにまでにまでにまでに実施実施実施実施したこしたこしたこしたことととと 

1．．．．当番制当番制当番制当番制でででで委員全員委員全員委員全員委員全員がががが会報会報会報会報をををを作成作成作成作成しししし毎週例会毎週例会毎週例会毎週例会にににに間間間間にににに合合合合わせていますわせていますわせていますわせています。。。。 

2．．．．誤字誤字誤字誤字にににに注意注意注意注意しししし、、、、報道報道報道報道をををを正確正確正確正確にににに伝伝伝伝ええええ、、、、見見見見やすいやすいやすいやすい編集編集編集編集にしていますにしていますにしていますにしています。。。。 

3．．．．すでにすでにすでにすでに今年度今年度今年度今年度のののの会報会報会報会報をををを全全全全てててて入力入力入力入力しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、現在現在現在現在までホームページがまでホームページがまでホームページがまでホームページが立立立立ちちちち上上上上がっていがっていがっていがっていないないないない為為為為 

会報会報会報会報をををを閲覧閲覧閲覧閲覧できませんできませんできませんできません。。。。 

●●●●    これからこれからこれからこれから実施実施実施実施することすることすることすること 

1．．．．前期同様委員全員前期同様委員全員前期同様委員全員前期同様委員全員がががが責任責任責任責任をををを持持持持ってってってって例会例会例会例会にににに間間間間にににに合合合合うよううよううよううよう会報会報会報会報をををを作成作成作成作成するするするする。。。。 

2．．．．誤字誤字誤字誤字にににに注意注意注意注意しししし、、、、報道報道報道報道をををを正確正確正確正確にににに伝伝伝伝ええええ、、、、見見見見やすいやすいやすいやすい編集編集編集編集にするにするにするにする。。。。 

3．．．．ホームページでホームページでホームページでホームページで見見見見ていただきていただきていただきていただき、、、、プリントプリントプリントプリント数数数数をををを減減減減らすらすらすらす。。。。     

●●●●    そのそのそのその他他他他 

1．．．．会報会報会報会報にににに写真写真写真写真をををを多多多多くくくく載載載載せるようにしていますせるようにしていますせるようにしていますせるようにしています。。。。 

2．．．．会報委員会報委員会報委員会報委員のののの半数以上半数以上半数以上半数以上がががが会報委員長会報委員長会報委員長会報委員長をををを任任任任せられるようになっていますせられるようになっていますせられるようになっていますせられるようになっています。。。。 

 

職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会    委員長委員長委員長委員長    森森森森    茂則茂則茂則茂則 

●●●●    現在現在現在現在までにまでにまでにまでに実施実施実施実施したことしたことしたことしたこと 

1．．．．会長会長会長会長、、、、幹事幹事幹事幹事にににに相談相談相談相談をしてをしてをしてをして職場訪問職場訪問職場訪問職場訪問のののの場所場所場所場所をををを検討検討検討検討したしたしたした。。。。 

●●●●    これからこれからこれからこれから実施実施実施実施することすることすることすること 

1．．．．特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームホームホームホーム潮見台潮見台潮見台潮見台みどりのみどりのみどりのみどりの丘丘丘丘にににに職場訪問職場訪問職場訪問職場訪問をををを予定予定予定予定していますしていますしていますしています。。。。 

 

社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会    委員長委員長委員長委員長    花輪孝一花輪孝一花輪孝一花輪孝一 

●●●●    現在現在現在現在までにまでにまでにまでに実施実施実施実施したことしたことしたことしたこと 

1．．．．重症心身障害児重症心身障害児重症心身障害児重症心身障害児(者者者者)施設施設施設施設「「「「ソレイユソレイユソレイユソレイユ川崎川崎川崎川崎」」」」へへへへ絵画絵画絵画絵画「「「「ひまわりのひまわりのひまわりのひまわりの路路路路」」」」(志村幸男会員作志村幸男会員作志村幸男会員作志村幸男会員作)とととと 

全会員全会員全会員全会員でプランターにでプランターにでプランターにでプランターに花花花花をををを植植植植ええええ寄贈寄贈寄贈寄贈しましたしましたしましたしました。。。。        （（（（2010 年年年年 11 月月月月 19 日実施日実施日実施日実施）））） 

●●●●    これからこれからこれからこれから実施実施実施実施することすることすることすること 

1．．．．麻生川美化運動麻生川美化運動麻生川美化運動麻生川美化運動としてとしてとしてとして、、、、麻生小学校麻生小学校麻生小学校麻生小学校のののの生徒生徒生徒生徒さんがさんがさんがさんが描描描描いたいたいたいた絵絵絵絵をををを掲示掲示掲示掲示するするするする予定予定予定予定ですですですです。。。。         

(3 月中旬月中旬月中旬月中旬～～～～4 月中旬月中旬月中旬月中旬) 

●●●●    そのそのそのその他他他他 

    1．．．．国民読書年国民読書年国民読書年国民読書年にちなみにちなみにちなみにちなみ、、、、国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会とととと連携連携連携連携してしてしてして、、、、麻生図書館麻生図書館麻生図書館麻生図書館にににに図書図書図書図書のののの寄贈寄贈寄贈寄贈をををを行行行行うううう予定予定予定予定ですですですです。。。。 

   

新世代委員会新世代委員会新世代委員会新世代委員会    委員長委員長委員長委員長    梶梶梶梶    俊夫俊夫俊夫俊夫 

    ●●●●    現在現在現在現在までにまでにまでにまでに実施実施実施実施したことしたことしたことしたこと 

1．．．．8 月月月月 27 日日日日(金金金金)    15 時時時時～～～～17 時時時時    ブリーズベイホテルブリーズベイホテルブリーズベイホテルブリーズベイホテル    4ＦＦＦＦ 

クラブクラブクラブクラブ新世代奉仕委員長会議新世代奉仕委員長会議新世代奉仕委員長会議新世代奉仕委員長会議にににに出席出席出席出席 

    ●●●●    これからこれからこれからこれから実施実施実施実施することすることすることすること 

特特特特になしになしになしになし     



 

国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会    委員長委員長委員長委員長    尾作尾作尾作尾作    均均均均 

    ●●●●    現在現在現在現在までにまでにまでにまでに実施実施実施実施したことしたことしたことしたこと 

1．．．．現在現在現在現在までまでまでまで具体的活動報告具体的活動報告具体的活動報告具体的活動報告をするにをするにをするにをするに至至至至っておりませんっておりませんっておりませんっておりません。。。。 

 

ロータリーロータリーロータリーロータリー財団委員会財団委員会財団委員会財団委員会    委員長委員長委員長委員長    佐藤忠博佐藤忠博佐藤忠博佐藤忠博 

    ●●●●    現在現在現在現在までにまでにまでにまでに実施実施実施実施したことしたことしたことしたこと 

1．．．．11 月月月月のロータリーのロータリーのロータリーのロータリー財団月間財団月間財団月間財団月間にににに 2004 年年年年のののの国際親善奨学生国際親善奨学生国際親善奨学生国際親善奨学生、、、、浦野浦野浦野浦野さんにさんにさんにさんに来訪来訪来訪来訪をしてをしてをしてをして頂頂頂頂きききき卓話卓話卓話卓話をををを 

ししししてててて頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。 

    ●●●●    これからこれからこれからこれから実施実施実施実施することすることすることすること 

1．．．．ロータリーロータリーロータリーロータリー財団奉仕賞財団奉仕賞財団奉仕賞財団奉仕賞のののの対象者対象者対象者対象者をををを選選選選びびびび、、、、ガバナーにガバナーにガバナーにガバナーに推薦推薦推薦推薦してしてしてして表彰表彰表彰表彰をををを受受受受けたいとけたいとけたいとけたいと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。 

    ●●●●    そのそのそのその他他他他 

1．．．．財団財団財団財団にににに対対対対しししし寄付寄付寄付寄付をしていただくようをしていただくようをしていただくようをしていただくよう奨励奨励奨励奨励しますしますしますします。。。。 

 

米山奨学委員会米山奨学委員会米山奨学委員会米山奨学委員会    委員長委員長委員長委員長    鈴木憲治鈴木憲治鈴木憲治鈴木憲治 

    ●●●●    現在現在現在現在までにまでにまでにまでに実施実施実施実施したことしたことしたことしたこと 

川野川野川野川野ガバナーガバナーガバナーガバナー提唱提唱提唱提唱のののの地区方針及地区方針及地区方針及地区方針及びびびび、、、、山下会長方針山下会長方針山下会長方針山下会長方針のののの寄付目標寄付目標寄付目標寄付目標 25,000 円以上円以上円以上円以上にににに対対対対してのしてのしてのしての 

    1．．．．米山奨学事業米山奨学事業米山奨学事業米山奨学事業のののの理解理解理解理解とととと寄付推進寄付推進寄付推進寄付推進 

2．．．．2 人人人人のののの米山奨学生米山奨学生米山奨学生米山奨学生のフォローをのフォローをのフォローをのフォローを中心中心中心中心にににに各会員各会員各会員各会員におにおにおにお願願願願いしてきましたいしてきましたいしてきましたいしてきました。。。。 

そのそのそのその結果結果結果結果 12 月月月月 26,978 円円円円としてとしてとしてとして達成達成達成達成しましたしましたしましたしました。。。。 

●●●●    これこれこれこれからからからから実施実施実施実施するかとするかとするかとするかと 

    1．．．．更更更更にににに未達成会員未達成会員未達成会員未達成会員にににに対対対対してしてしてして、、、、再度米山奨学事業再度米山奨学事業再度米山奨学事業再度米山奨学事業へのへのへのへの理解理解理解理解をををを求求求求めめめめ、、、、おおおお願願願願いしていくいしていくいしていくいしていく。。。。 

    2．．．．4 月月月月にににに新米山奨学生新米山奨学生新米山奨学生新米山奨学生のののの受受受受けけけけ入入入入れをするれをするれをするれをする為準備為準備為準備為準備をををを進進進進めていくめていくめていくめていく。。。。 

以上以上以上以上 

 
 

 

 

 

ごごごご報告報告報告報告ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました 

あとあとあとあと半年頑張半年頑張半年頑張半年頑張りましょうりましょうりましょうりましょう                            会長会長会長会長    山下俊也山下俊也山下俊也山下俊也            幹事幹事幹事幹事    梅澤梅澤梅澤梅澤    馨馨馨馨 

 
    

    


