
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ［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】】】】                                                                山崎会長山崎会長山崎会長山崎会長    

【【【【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】】】】              佐藤佐藤佐藤佐藤 SAASAASAASAA 委員委員委員委員    

    君が代、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】】】】           山崎会長山崎会長山崎会長山崎会長    

○八木 昭人様（東京銀座 RC） 

○ミアンさん（米山記念奨学生） 

 

【【【【会員誕生日会員誕生日会員誕生日会員誕生日】】】】                                                安藤優委員長安藤優委員長安藤優委員長安藤優委員長    

・花輪会員・志村会員 

 

【【【【奥様誕生日奥様誕生日奥様誕生日奥様誕生日】】】】                                                安藤優委員長安藤優委員長安藤優委員長安藤優委員長    

 ・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】】】】                                                    山崎会長山崎会長山崎会長山崎会長    

1. 2012～13 年度役員理事委員会について 

 ● 再掲示いたします 

2. 麻生川美化運動の件について 

 ● 3 月 16 日（金）に麻生川にポスターを掲示する 

3. 3 月 30 日（金）の夜会の件について 

 ● 川崎稲生 RC との合同例会です 

4. 社会奉仕委員会より 

 ●県立麻生養護学校訪問 4月 27 日 （金） 

  例会場：琴平神社 参集殿 

5. お花見の件について 

 ●今年は見送りとする 

 

【【【【会長報告会長報告会長報告会長報告】】】】                                                                    山崎会長山崎会長山崎会長山崎会長    

1. 2011-12 年度ガバナー月信用に災害復興支援活動報告

の原稿を募集中！についてが届いています。 
  締切日：2012 年 5 月 31 日（木） 
2. 2012-13 年度地区補助金プロジェクト仮申請のお知らせが

届いています。締切：2012 年 5 月 25 日（金） 
 

第 954 回例会  3 月 16 日(金) 環境美化ポスター貼り 場所：百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第 955 回例会  3 月 23 日(金) 会員増強セミナイ―報告・PETS 報告 場所：百合ヶ丘カントリー倶楽部 

3.ロータリーの友の事務所より、原稿依頼が届いています。 

 テーマ：私を変えた1冊 締切：3月20日 

 雑誌広報委員長の花輪会員へ依頼しました。 

4.国際ロータリー第2590地区ローターアクト主催 世界

RA週間～「インターアクト卒業式」開催のご案内が届い

ています。 

 日時：平成24年3月17日（土）13時30分～ 

 場所：かながわ県民センター内 2階 

 

【【【【幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告】】】】                                                            鈴木豊成幹事鈴木豊成幹事鈴木豊成幹事鈴木豊成幹事    

1.1.1.1.文書着文書着文書着文書着 

◆川崎南RC 

  平成24年3月20日（火）休会 

 

◆川崎大師RC 

  平成24年3月28日（水）夜間移動例会 

点鐘：18時 

場所：「惠の本」 

 

◆川崎中原RC 

  平成24年3月22日（木）休会 
   平成24年3月29日（木）➔28日（水）に変更 

      お花見移動例会 

        点鐘：18時30分 

        場所：クイーンアリス ガーデンテラス日吉 

 

◆川崎高津RC 

  平成24年3月29日（木）休会 

  平成24年4月19日（木）➔21日（土）移動例会 

      献血活動 

点鐘：9時 

場所：溝口駅前広場 

 

第 953 回 例会記録 平成 24 年 3月 2 日（金） S.A.A 委員長 梶 俊夫 



    

2.2.2.2. 会報会報会報会報のののの受領受領受領受領    

  ・川崎中原RC        第2518回〜第2523回 

・川崎北RC         第1157回〜第1162回 

 

【【【【出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会】】】】                                                        尾作弘委員長尾作弘委員長尾作弘委員長尾作弘委員長    

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 953 回 21 16 5 - 76.19％ 

第 952 回 21 13 8 3 76.19％ 

第 951 回 21 21 0 - 100％ 

 

【【【【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】】】】                                                    志村委員長志村委員長志村委員長志村委員長    

  第 953回（件数）   合 計 

ニコニコ     16 件     ￥21,000 

●お客様 

◇八木 昭人様（東京銀座 RC）【時々make-up させてい 

              ただきましてありがとうございます。】 

 

●当クラブ 

◇山崎会長   ◇鈴木豊成幹事 

◇安藤優会員【先日母の葬儀に有難うございました】 

◇蓬田会員【血液検査の結果、合格しました。又、飲め 

      るようです】 

◇大野会員【明日はひなまつりです】 

◇志村会員【家内の誕生日に(花)有難うございました 

◇鈴木憲治会員【昨晩川崎フロンターレ 2012-13 シー 

        ズン激例会を開催しました。応援宜 

        しく！】 

◇安藤則雄会員 ◇平澤会員 ◇梅澤会員 

◇碓井会員   ◇親松会員 ◇鈴木眞一会員 

 ◇梶会員    ◇山下会員 

    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】】】】                                                    梅澤委員長梅澤委員長梅澤委員長梅澤委員長    

  第 953回（件数）   合 計 

R ・ 財 団    3 件     ￥ 23,400 

 

◇鈴木憲治会員【無事 20周年終わりました。皆さん         

 お疲れ様でした】 

◇親松会員   ◇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 953回（件数）   合 計 

米山奨学    3 件      ￥ 40,000 

  

◇梅澤会員【久々の雪掃きで疲れました】 

◇鈴木憲治会員【20 周年お疲れ様でした】 

◇親松会員 

 

次年度次年度次年度次年度    理事理事理事理事・・・・役員役員役員役員・・・・委員長委員長委員長委員長についてについてについてについて    

    

◇会長       碓井会員 

◇会長エレクト   鈴木眞一会員 

◇幹事       志村会員 

◇副会長      尾作弘会員 

◇副幹事      森会員 

◇会計       安藤優会員 

◇ＳＡＡ      山下会員 

◇理事 親松会員 佐藤会員   鈴木憲治会員 

    山崎会員 鈴木豊成会員 梅澤会員 

◇クラブ奉仕委員長 鈴木眞一会員 

 ・職業分類・増強・選考委員長 蓬田会員 

 ・Ｒ情報委員長   山崎会員 

  （研修委員長）  鈴木憲治会員 

 ・出席委員長    梶会員 

 ・親睦家族委員長  安藤則雄会員 

 ・プログラム委員長 大野会員 

 ・雑誌・広報委員会 安藤優会員 

 ・クラブ会報・IT 委員会 長瀬会員 

◇職業奉仕委員長  親松会員 

 ・四つテスト委員長 花輪会員 

◇社会奉仕委員長  佐藤会員 

 ・ニコニコ委員会  蓬田会員 

◇国際奉仕委員長  尾作均会員 

 ・Ｒ財団委員長   鈴木豊成会員 

 ・米山奨学委員長  鈴木憲治会員 

◇新世代奉仕委員長 梅澤会員 

    

【【【【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】】】】                        碓井碓井碓井碓井クラブクラブクラブクラブ奉仕奉仕奉仕奉仕委員長委員長委員長委員長

「ロータリーの友」 3月号より 

 縦書き‐P2『松下幸之助 成功の発想と危機克服の 

       心得』 

 

【Ｒ【Ｒ【Ｒ【Ｒ情報情報情報情報】】】】    

    会長会長会長会長エレクトセミナーエレクトセミナーエレクトセミナーエレクトセミナー（（（（PETSPETSPETSPETS    ペッツペッツペッツペッツ））））についてについてについてについて    

    （PPPPresidents-EEEElect TTTTraining SSSSeminar） 

 ガバナーエレクトの責任の下に、クラブ会長エレクトの 

 ための研修会。次年度へ向けての情報を提供するプログ 

 ラムである。3 月 16日 13:00～ 

 

【【【【四四四四つのテストつのテストつのテストつのテスト】】】】                                                        志村会員志村会員志村会員志村会員    

【【【【点鐘点鐘点鐘点鐘】】】】                                                                        山崎会長山崎会長山崎会長山崎会長    

【【【【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    鈴木憲治鈴木憲治鈴木憲治鈴木憲治    


