
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ［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】】】】                                                                山崎山崎山崎山崎会長会長会長会長    

【【【【例会場例会場例会場例会場】】】】                                百合百合百合百合ヶヶヶヶ丘丘丘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】】】】              志村志村志村志村 SAASAASAASAA 委員委員委員委員    

    我等の生業 

【【【【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】】】】           山崎山崎山崎山崎会長会長会長会長    

○白井 勇様（川崎 RC） 

○大友 憲子様（川崎高津南 RC） 

○吉場 八重子様（川崎稲生 RC） 

 

【【【【会長報告会長報告会長報告会長報告】】】】                                                                    山崎山崎山崎山崎会長会長会長会長    

1. 2014-15 年度ガバナーノミニー候補者推薦依頼の件が届

いています。締切：2012 年 2 月 8 日（水） 
2. 2012-13 年度クラブ奉仕委員会の地区委員長の委嘱状

が鈴木憲治会員宛てに届いています。 

3. 2011-12 年度 第 44 回インターアクト年次大会開催

の件が届いています。2012 年 1月 29 日（日） 

4. 「第 13回ロータリー国際囲碁大会」のご案内が届い

ています。 

 2012 年 3 月 3 日（土）4日（日） 

5. 「2011-12 年度地区ローターアクト海外研修報告書」

が届いています。 

6. 「薬物クリーンかながわ」が届いています。 

7. 麻生区賀詞交歓会の開催について（ご案内）が届いてい

ます。日時：平成 24 年 1 月 6 日（金） 午後 3 時～ 
8 麻生区消防出初式のご案内が届いています。 
  日時：平成 24 年 1 月 7 日（土） 午前 10 時～11 時 20 分 
9 平成 23 年度あさお区民まつりの報告が届いています。 
 

【【【【幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告】】】】                                                            鈴木豊成鈴木豊成鈴木豊成鈴木豊成幹事幹事幹事幹事    

1.1.1.1.文書着文書着文書着文書着    

◆川崎大師RC 

  平成24年 1月 4日（水）休会 

平成24年 1月11日（水）➔12日（木）に変更 

移動例会「新春4クラブ合同例会」 

第 945 回例会 12 月 22 日(木)  クリスマス家族会 場所：エル・フラメンコ（新宿 伊勢丹会館） 点鐘:17 時 10 分 

第 946 回例会  1 月 6 日(金)  新年例会 点鐘：18 時 場所：おいしん 

点鐘：12時30分 

       場所：川崎日航ホテル 

◆川崎日吉RC 

  平成23年12月29日（木）➔23日（金）に変更 

 夜間移動例会 クリスマス家族会 

  点鐘：18時 

  場所：uraku  AOYAMA 

  平成24年 1月 5日（水）休会 

◆新川崎RC 

  平成23年12月21日（水）➔クリスマス家族会 

点鐘：17時30分 

       場所：川崎日航ホテル 

   平成23年12月28日（水）休会 

  平成24年 1月 4日（水）休会 

平成24年 1月11日（水）新年初例会 

点鐘：18時30分 

◆川崎鷺沼RC 

  平成23年12月21日（水）➔年末家族会 

点鐘：18時 

       場所：インターコンチネンタルホテル 

   平成23年12月28日（水）休会 

  平成24年 1月 4日（水）休会 

 

2.2.2.2. 例会場及例会場及例会場及例会場及びびびび例会曜日変更例会曜日変更例会曜日変更例会曜日変更    

 ◆川崎日吉RC 

  例会場：市立川崎労働会館 

      川崎市川崎区富士見2-5-2 

  例会日：火曜日火曜日火曜日火曜日    第第第第2222例会例会例会例会はははは不定不定不定不定    

    

3.3.3.3. 会報会報会報会報のののの受領受領受領受領    

  ・新川崎RC        第828回〜第831回 

第 944 回 例会記録 平成 23 年 12 月 16 日（金） S.A.A 委員長 梶 俊夫 



    

【【【【出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会】】】】                                                        尾作弘尾作弘尾作弘尾作弘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 944 回 21 19 2 - 90.48％ 

第 943 回 21 17 4 1 85.71％ 

第 942 回 21 15 6 1 76.19％ 

 

【【【【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】】】】                                                        親松親松親松親松委員委員委員委員    

  第 944回（件数）   合 計 

ニコニコ     19 件       ￥22,000 

 

●お客様 

◇白井勇様（川崎 RC）【宜しくお願いします】 

◇大友憲子様（川崎高津南 RC） 

【山崎会長さま、12 月 3 日の米山年末クリスマス会で

は大変お世話になりました。学友も奨学生も大喜びで

した。本当にありがとうございました。本日は御礼に

お伺い致しました。鈴木憲治さま、納豆ご馳走様でし

た。とても美味しかったです。】 

◇吉場八重子様（川崎稲生 RC）【本日よろしく御願い致

します】 

●当クラブ 

◇山崎会長【吉場様、大友様ようこそおこしくださいま

した】 

◇鈴木豊成幹事【吉場様、大友様いらっしゃいませ！】 

◇梶会員【中々出席できません】 

◇森会員【母と女房とプチ旅行に行ってきます】 

◇安藤優会員◇碓井会員◇梅澤会員◇大野会員 

◇尾作弘会員◇親松会員◇志村会員◇鈴木憲治会員 

◇鈴木眞一会員◇長瀬会員◇平澤会員◇安藤則雄 

 

    以上、ご協力ありがとうございます。 

 

【【【【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】】】】                                        安藤優安藤優安藤優安藤優委員長委員長委員長委員長    

12 月 22 日(木)クリスマス家族会について(最終案内) 

  「エル・フラメンコ」伊勢丹会館 17:15 点鐘 

      17:25～ディナータイム 

 19:00～フラメンコショータイム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【【【他他他他クラブクラブクラブクラブ情報情報情報情報】】】】                                                    鈴木憲治会員鈴木憲治会員鈴木憲治会員鈴木憲治会員 

 横浜本牧 RCが石巻湾魚業協同組合へ R財団のマッチン

ググラントの助成金を利用して被災地に漁船を寄贈し

ました。 

＊海外 RCとは、韓国光州ロータリークラブ 

＊漁船の費用 5,317,200 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進水前の神職によるお祓い 

 

 

【【【【クラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラム】】】】                                                山崎会長山崎会長山崎会長山崎会長    

 

20202020 周年周年周年周年にににに向向向向けてけてけてけて         安藤優実行委員長安藤優実行委員長安藤優実行委員長安藤優実行委員長 

1．案内状送付先チェック 

2．記念式典(17:00～18:00)スケジュール骨子案検討 

   開会点鐘              山崎会長 

   ソング「君が代」「奉仕の理想」 

開会のことば        安藤優実行委員長 

物故会員への黙祷            司会 

来賓挨拶              ガバナー 

川崎百合丘 RC会長 

大村東 RC会長 

   優良会員表彰 

   記念事業 

   閉会点鐘              山崎会長 

3．祝宴(18:15～19:45)スケジュール骨子案検討 

   開宴               司会 

   会長挨拶           山崎会長 

   祝辞           ガバナー補佐 

                碓井特別代表 

   乾杯         親松副実行委員長 

   食事・演奏 

   「手に手つないで」      大野会員 

   閉宴挨拶        碓井次年度会長 

 

【【【【四四四四つのテストつのテストつのテストつのテスト】】】】                                                        長瀬長瀬長瀬長瀬会員会員会員会員 

【【【【点鐘点鐘点鐘点鐘】】】】                                                                        山崎山崎山崎山崎会長会長会長会長    

【【【【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    安藤則雄安藤則雄安藤則雄安藤則雄    

 

 


