
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ［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】】】】                                                        ホテルモリノホテルモリノホテルモリノホテルモリノ    

【【【【ソングソングソングソング】】】】                                                            尾作弘尾作弘尾作弘尾作弘委員委員委員委員    

        国家君が代・奉仕の理想 

【【【【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    

○ 

 

【【【【会員誕生日会員誕生日会員誕生日会員誕生日】】】】                                                長瀬親睦委員長瀬親睦委員長瀬親睦委員長瀬親睦委員    

・花輪会員・河島会員・志村会員 

【【【【奥様誕生日奥様誕生日奥様誕生日奥様誕生日】】】】    

 ・志村節子様（志村会員夫人） 

    

【【【【理事理事理事理事・・・・役員会報告役員会報告役員会報告役員会報告】】】】                                                    山下会長山下会長山下会長山下会長    

1. 2111-12 年度委員会組織の件 

 ● 一部修正のうえ、承認 

2. 米山奨学生歓送迎会の件 

 ● 4 月 22 日（金）夜会に変更 18 時点鐘 

3. 麻生川ポスター貼りの件 

 ● 3月11日（金）場所：百合丘カントリー倶楽部にて作業 

4. 広告・協賛の依頼の件 

  全国肢体不自由特別支援学校 PTA 連合会より 

 ● 承認 一口 5,000 円協賛 

5. 麻生区制 30周年記念事業実行委員会の推薦について 

 ● 梅澤馨会員を推薦 

6.その他 

 ●職業奉仕 5 月 20 日（金）例会後、潮見台へ 

 ●会長幹事ご苦労様会 5 月 22 日～23 日 

【【【【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. ロータリー米山記念奨学会より、米山功労者と功労 

 クラブの感謝状が届いています。河島会員、梅澤会員 

 鈴木憲治会員、森会員 

2. ロータリー米山記念奨学会より、米山記念奨学生への

カウンセラーに対する感謝状が届いています。 

安藤則雄会員 

第 908 回例会  3 月 11 日(金) 環境美化ポスター貼り    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 909 回例会  3 月 18 日(金)  会員卓話（梶会員・志村会員・鈴木豊成会員） 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 

3. ロータリー財団よりポールハリスフェローの感謝状

が届いています。佐藤会員、森会員、山下会員 

4.川崎多摩ロータリークラブより、IMのお礼状が届いて

います。 

5. ニュージーランド地震災害義援金に対するご協力依 

 頼が来ています。一人 1000 円程度 期限 4月 5日 

6. 川崎中央ロータリークラブから 25 周年記念 DVD およ

び記念小誌が届いています。 

7. 財団法人ジョイセフから使用済み切手寄贈に対する 

 お礼が届いています。 

 

【【【【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    

◆川崎中央RC 

   平成23年3月21日（月）休会 

   平成23年3月28日（月）夜間移動例会 

        点鐘：18時30分 

場所：若宮八幡宮 

 

◆川崎鷺沼RC 

   平成23年3月16日（水）夜間例会を通常例会へ変更 

   平成23年3月23日（水）移動例会  

        点鐘：12時30分 

場所：ホテルメッツ溝口「桂林」 

 

2.2.2.2.会報会報会報会報    

  ・川崎中央RC    第1159回〜第1168回 

  ・新川崎RC     第  789回〜第  792回 

  ・川崎北RC     第2475回〜第2480回 

  ・川崎北RC     第1863回〜第1865回 

  ・川崎中原RC    第1117回〜第1121回 

  ・川崎とどろきRC  第  610回〜第  611回 

  ・川崎高津南RC    10月号～ 12月号 

 

第 907 回 例会記録 平成 23 年 3月 4 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 907 回 22 15 7 - 68.18％ 

第 906 回 22 19 3 2 95.45％ 

第 905 回 22 17 5 3 90.91％ 

 

【【【【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】】】】                                                    平澤平澤平澤平澤委員長委員長委員長委員長    

  第 907回（件数）   合 計 

ニコニコ    13 件       ￥13,000 

 

●当クラブ 

◇山下会長「来週はポスター貼り、宜しくお願いします」 

◇梅澤幹事｢箱根饅頭のおみやげです」 

◇大野会員｢ひな祭りも過ぎました」 

◇鈴木眞一会員｢高津南 RC・長戸会長より『昨日はお花 

 をありがとうございました。またお伺いします。みな

さんにお伝え下さい。』との連絡がありました｣ 

◇安藤則雄会員◇碓井会員◇河島会員◇鈴木憲治会員 

◇長瀬会員◇平澤会員◇森会員◇山崎会員◇安藤優会員 

 

  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】】】】                                                    佐藤佐藤佐藤佐藤委員長委員長委員長委員長    

  第 907回（件数）   合 計 

R ・ 財 団     1 件       ￥8,400 

 ◇安藤優会員 

    

【【【【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 907回（件数）   合 計 

米山奨学     3 件      ￥40,000 

 

 ◇河島会員◇梅澤会員 

  ◇鈴木憲治会員 

     ｢無事トリスタン君の終了式が終わりました｣ 

 

【【【【会報会報会報会報委員会委員会委員会委員会】】】】                                                            河島委員長河島委員長河島委員長河島委員長    

当クラブのホームページがこのたび再開設いたしました。 

会報委員会では、2009〜10 年度と2010〜11 年度の現在までの会報

を掲載しましたので、いつでも見る事ができるようになりました。 

これを機会に紙印刷を廃止し、ホームページで閲覧していただくよ

うお願い申し上げます。 

インターネットで、「川崎麻生ロータリークラブ」を検索すると多数

の川崎麻生ロータリークラブに関する題名が出ますので、その中の

上から5個目をクリックしていただくと川崎麻生ロータリークラブ

のホームページが開きます。 

 

その中の【例会報告】をクリックしますと、2010〜11 年度の

会報と 2009〜10 年度の会報が見る事が出来ます。紙印刷が必

要な方は、ご自分でここからプリントして下さい。 

尚、今まで通り紙印刷が必要な方には印刷して例会時お渡しい

たしますので、事務局又は会報委員長河島までご連絡下さい。 

 
【【【【米山米山米山米山記念奨学記念奨学記念奨学記念奨学表彰表彰表彰表彰】】】】                                                山下会長山下会長山下会長山下会長    

    

 
米山メジャードナー表彰 鈴木憲治会員 

 

 

 
米山マルチ表彰 河島会員 

こちらですこちらですこちらですこちらです！！！！    



 

 

 
米山マルチ表彰  梅澤会員 

 

 

【【【【ロータリーロータリーロータリーロータリー財団表彰財団表彰財団表彰財団表彰】】】】                                            山下会長山下会長山下会長山下会長    

    

 
ポールハリスフェロー表彰 佐藤会員 

 

 

 
ポールハリスフェロー表彰 森 会員 

 

 

 

    

    

 
米山カウンセラー感謝状 安藤則雄会員 

 

 

 

 

【【【【雑誌雑誌雑誌雑誌・・・・広報広報広報広報委員会委員会委員会委員会】】】】                                            碓井委員長碓井委員長碓井委員長碓井委員長    

    

横組み）P19 次年度 RI会長カルヤン・バネルジー氏 

       についてのレポート 

    P38 台湾学友のメッセージ 

セブンイレブンを台湾全土に広め、 

その他数々の事業を台湾に定着させた徐重

仁社長 

【【【【次年度各委員会委次年度各委員会委次年度各委員会委次年度各委員会委員発表員発表員発表員発表】】】】                        山崎次年度会長山崎次年度会長山崎次年度会長山崎次年度会長    

次ページに掲載 

 

【【【【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    

（（（（そのそのそのその他他他他、、、、本日本日本日本日のののの来訪者来訪者来訪者来訪者））））    

 川崎・しんゆり芸術祭 2011 実行委員会キャンペーン 

   北条秀衛 様 (川崎市文化財団副理事長) 

   青木茂夫 様 (川崎市アートセンター館長) 

    

【【【【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    

  

 

  

 



 

2011201120112011～～～～2012201220122012 年度年度年度年度    役員役員役員役員・・・・理事理事理事理事・・・・委員会一覧表委員会一覧表委員会一覧表委員会一覧表    

 

役役役役    員員員員                                                                                                    理理理理    事事事事    

 

 

 

 

 

 

 

 

会場監督会場監督会場監督会場監督 委員長 梶 俊夫 

     委 員 大野 勉、親松 明、尾作 弘、佐藤 忠博、志村 幸男 

 

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 碓井 美枝子 

委員会名委員会名委員会名委員会名    委 員委 員委 員委 員 長長長長    委委委委        員員員員    

職業・増強・選考 長瀬 敏之  

ロータリー情報 山下 俊也 大野 勉、安藤 則雄 

出席 尾作 弘  

親睦・家族 河島 光男 安藤 優、親松 明、鈴木 眞一、花輪 孝一、蓬田 忠 

プログラム 蓬田 忠  

雑誌・広報 花輪 孝一  

クラブ会報 

IT 推進 

森 茂則 安藤 則雄、鈴木 憲治、長瀬 敏之、花輪 孝一 

平澤 兼一郎 

 

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                                                                        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 大野 勉                  委員長 鈴木 眞一 

委員会名委員会名委員会名委員会名 委 員委 員委 員委 員 長長長長 

四つのテスト 平澤 兼一郎 

 

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 尾作 均 

委員会名委員会名委員会名委員会名 委 員委 員委 員委 員 長長長長 委員委員委員委員    

新世代 佐藤 忠博  

ニコニコ 志村 幸男 親松 明、森 茂則 

 

 

会 長 山崎 弘子 

会長エレクト 碓井 美枝子 

幹    事 鈴木 豊成 

副 会 長 親松 明 

副 幹 事 志村 幸男 

会    計 平澤 兼一郎 

会 場 監 督 梶 俊夫 

理事 山下 俊也 

 梅澤 馨 

 大野 勉 

 尾作 均 

 鈴木 眞一 

委員会名委員会名委員会名委員会名 委 員委 員委 員委 員 長長長長 

ロータリー財団 梅澤 馨 

米山記念奨学会 鈴木 憲治 


