
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ［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］百合ヶ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】】】】              鈴木憲治鈴木憲治鈴木憲治鈴木憲治委員委員委員委員    

    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    

○結城 光雄様（川崎百合丘 RC） 

○野島 敏昭様（川崎百合丘 RC） 

 ○ミアンさん（米山奨学生） 

 

◇  
 
       本日のゲスト、野島様、結城様 

 

【【【【会員誕生日会員誕生日会員誕生日会員誕生日】】】】    

 ・蓬田会員・大野会員・尾作均会員 

【【【【奥様誕生日奥様誕生日奥様誕生日奥様誕生日】】】】    

 なし 

【【【【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. 次年度予算承認の件について 

 ● 承認 

2. ブルーベリー狩りについて 

 ● 12 時 30 分点鐘 焼肉松葉にて 

3. 納涼会について 

 ● 会員のみ 7月 29 日（金） 

第 919 回例会 6 月 10 日(金) 会員卓話（梶会員・花輪会員・森会員・山崎会員・山下会員・蓬田会員）場所：ホテルモリノ 

第 920 回例会 6 月 17日(金) ブルーベリー狩り 場所場所場所場所：：：：焼肉松葉焼肉松葉焼肉松葉焼肉松葉 

18 時点鐘 レストランアベーテにて 

4. 東日本大震災義援金について 

 ● 4月～6月ニコニコボックスより 6月末に振込み 

  合計 30 万円 

5.その他 

 ● 次年度 ク ラ ブ 協 議 会 7月 22 日 

       ガバナー公式訪問 8 月 5 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. 川崎ロータリークラブから創立 60 周年記念誌が届い

ています。 

2. 創立 10周年麻生観光協会総会の開催のご案内が届い

ています。日時：6月 9日(木) 麻生区役所 4階 

 

 

【【【【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RC 

  平成23年6月28日（火）例会後懇親会開催 

点鐘：18時 

       場所：ホテル精養軒 

◆川崎とどろきRC 

  平成23年6月  6日（月）例会後日赤献血活動に協力 

点鐘：9時 

       場所：JR武蔵小杉北口駅前 

  平成23年6月20日（月）例会後懇親会 

点鐘：18時 

       場所：梅の花 横浜青葉台店 

 

2.2.2.2.会報会報会報会報    

  ・川崎マリーンRC   第  846回〜第  853回 

  ・川崎中RC      第1875回〜第1877回 

  ・川崎とどろきRC   第  620回〜第  622回 

第 918 回 例会記録 平成 23 年 6月 3 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委員委員委員長長長長    

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 918 回 22 16 6 - 72.73％ 

第 917 回 22 19 3 1 90.91％ 

第 916 回 22 12 10 3 68.18％ 

 

【【【【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 918回（件数）   合 計 

ニコニコ     16 件       ￥16,000 

 

●お客様 

◇結城 光雄様（川崎百合丘 RC）：お世話になります。 

◇野島 敏昭様（川崎百合丘 RC）：お世話になります。 

 

●当クラブ 

◇山下会長：あと 1カ月宜しくお願いします。 

◇親松会員：野島さん、結城さんようこそ 

◇長瀬会員：鳥取から毎朝おとろ朝ごはんまだつづいて 

 います。納豆までまだいきません。 

◇梅澤幹事◇安藤優会員◇安藤則雄会員◇碓井会員 

◇大野会員◇尾作均会員◇志村会員◇鈴木憲治会員 

◇鈴木眞一会員◇平澤会員◇山崎会員 

    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 918回（件数）   合 計 

R ・ 財 団     1 件       ￥8,200 

 ◇梅澤会員 

    

【【【【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 918回（件数）   合 計 

米山奨学     5 件       ￥60,000 

 

 ◇梅澤幹事：あと 1カ月となりました 

◇鈴木憲治会員：本日最後の地区役員会出席してきます 

◇安藤優会員◇親松会員◇平澤会員 

 

  

 
♘ ♔ ♞  

 
 
 

 
 

  

      ミアンさんへ奨学金授与 

    

    

    

    
    

                今月誕生日の大野会員、尾作 均会員 

    

    

【【【【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    

 

ロータリーの友 6 月号縦組み P,10 卓話の泉から紹介 

[[[[旬旬旬旬、、、、ミネラルいっぱいミネラルいっぱいミネラルいっぱいミネラルいっぱい]]]]人間の根本の食について、旬のも

のが一番安くて美味しく栄養価も高い時期です。茎の太

い伝統野菜や有機野菜も美味しいです。 

 

 

【【【【次年度予算案次年度予算案次年度予算案次年度予算案についてについてについてについて】】】】                        山崎会長山崎会長山崎会長山崎会長エレクトエレクトエレクトエレクト    

    
 予算案は大部削減してます。会員数の減少が響いて厳しい

運営となりますが、その中で皆様のご協力を得ながら、会

員純増 1 名、東日本大震災の継続した支援、そしてクラブ

創設 20 周年記念例会を成功させたいと思いますので、宜

しくお願いいたします。 

次年度早々に、ガバナー補佐来訪 7/22,ガバナー訪問 8/5 

です。皆さま全員の出席をよろしくお願いします。 

 

 



    

    

【【【【会長会長会長会長・・・・幹事幹事幹事幹事ごごごご苦労様会苦労様会苦労様会苦労様会】】】】                        山崎会長山崎会長山崎会長山崎会長エレクトエレクトエレクトエレクト    

山下会長・梅澤幹事一年間ありがとうございました。 

旅行参加の皆さん、お疲れ様でした。 

 

◇◇◇◇収支報告収支報告収支報告収支報告（5/22・23 鳥取旅行） 

 

（収入） 会費       ￥729,740 

祝金       ￥10,000  

合計￥739,740 

（支出） 航空券・宿泊代  ￥601,360 

昼食代       ￥19,600   

宴会代      ￥24,865 

レンタカー代￥38,200 

ガソリン代      ￥7,216 

記念品・お祝品   ￥43,645  

    雑費        ￥3,700 

合計￥738,586 

  残金￥1,154 は麻生 BOX に入れさせていただきました。 

 

            
                    

                        出雲大社大しめ縄 

 

         
 

         

                        真剣に討議する理事会 

 

 

 

【地区報告地区報告地区報告地区報告】】】】                            鈴木憲治地区米山奨学委員長鈴木憲治地区米山奨学委員長鈴木憲治地区米山奨学委員長鈴木憲治地区米山奨学委員長    
 

◇2590 地区パストガバナー故亀ヶ谷邦博氏のお別れ会が、

新横浜プリンスホテルにて行われました。 

1000 人以上の参列者で盛大でした。07－08 年度ガバナー

で、私がガバナー補佐を務めた関係で大変懇意にしていた

だきましたが、まだまだこれからでしたのに残念な方を亡

くしました。 

 

◇マンスリーレター12号に、当クラブの山崎会員が、東

日本大震災の被災地にて髪のカットの支援を行った記事

が載ってます。川崎稲生クラブの水口会長と共に埼玉県 

加須市に原発事故避難者を元気づける目的でおこなわれ

ました。 

 

   
     被災者のカットをする山崎会員 

 

【【【【卓卓卓卓    話話話話】】】】                                                                    山下会長山下会長山下会長山下会長    

    

一年間一年間一年間一年間をををを振振振振りりりり返返返返ってってってって（（（（４４４４PPPP へへへへ））））    

    

  

 熱く、そして楽しげに一年を振り返る山下会長 

 

【【【【四四四四つのテストつのテストつのテストつのテスト】】】】                                                    尾作均尾作均尾作均尾作均会員会員会員会員    

【【【【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    

    



一年を振り返って 

 

 今年度 RI 会長テーマ「地域を育み大陸をつなぐ」をもとに、ロータリーとは何か? 

ロータリーとは何をする団体か?を自らに問いかけながら、一年間を過ごしてきました。 

今年度の会長方針である「自らを変えて挑戦していこう」についても、充分なリーダー 

シップではありませんでしたが、皆様の協力により無事今年度を終えることができました。 

心より感謝いたします。 

 

昨年 7 月 2 日に今年度最初の例会が始まりましたが、振り返りますと大きな出来事がいく

つかございました。スタート直後に、岸会員と森昇会員が亡くなり、大きな悲しみとなり

ました。クラブ会員の減少(24 名→22 名)による予算不足が当面の課題となり、先行きに 

不安を覚えた事を思い出します。また、今年度前半は懸案のクラブ HP の作成に皆様の協力 

のもと完成する事ができ、クラブ広報、会報の PDF 化による印刷コストの低減等大きな成

果を出す事ができました。今年度は全会員卓話を行い、会員の職業、生い立ち、趣味等が 

改めてわかりました。そして、後半に入り 3月 11 日に東日本大震災が発生し、クラブとし

ての支援活動を今後継続して行なうことが取り決められました。 

 

<各委員会活動について> 

(SAA 安藤委員長) 昨年に引き続き、百合丘 CC との併用例会のため、弁当の手配、会場設

営等大変協力をいただきました。 

(親睦委員会 志村委員長) 7/30 琴平神社での納涼家族会、12/22 クリスマス家族会ともに 

大成功となり、良き思い出を作る事ができました。 

(社会奉仕 花輪委員長)11/19 ソレイユ川崎への志村会員の絵画寄贈、継続事業の麻生川 

美化活動による麻生小 150 名のポスター掲示を無事行なう事ができました。 

(職業奉仕 森委員長)5/20潮見台特別養護老人ホームの見学も大変有意義な職場訪問とな

りました。 

(米山奨学 鈴木委員長)トリスタン君とミアンさん 2 名を預かり、カウンセラーと鈴木委

員長と安藤会員には大変お世話になりました。 

(親睦旅行)5/22‐23 会長・幹事ご苦労様会での鳥取旅行は観光・ゴルフとも大変お世話に

なりました。次年度山崎会長・鈴木幹事ありがとうございました。 

(地区行事)8/20 ガバナー公式訪問、10/29 地区大会、2/19IM には会員多くの皆様に出席ま

た協力をいただきまして、ありがとうございました。 

 

<感想・お願い> 

① 会長として微力で強力なリーダーシップが取れずに、皆様にご迷惑をかけた事が多々あ

った事をお詫びいたします。特に会員増強については純増 1名を達成できずにとても残

念ですが、次年度の課題としてお願いしたいと思います。 

② 会長職を通してロータリーの真髄(四つのテスト)が少しわかってきたと思います。 

③ 次年度へ課題として、会員増強の他、東日本大震災支援活動の継続、20 周年記念例会

の成功を願っています。 

 

一年間、会員の皆様、事務局今林さん、本当にご支援・ご協力ありがとうございました。 

 

                              会長 山下 俊也 


