
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     ［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】】】】                                                                    碓井碓井碓井碓井会長会長会長会長    

    

【【【【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】】】】             山下山下山下山下 SAASAASAASAA 委員長委員長委員長委員長    

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】】】】           碓井碓井碓井碓井会長会長会長会長    

○三家 護様（第 3グループガバナー補佐） 

○臼井 勉様(見学) 

○雪井洋子様(見学) 

【【【【第第第第 3G3G3G3G 三家三家三家三家ガバナーガバナーガバナーガバナー補佐挨拶補佐挨拶補佐挨拶補佐挨拶】】】】    

    
ロータリーでは、日頃こんなことやるんだ。やっている

んだなと、いろいろと考えれば新しい芽が出てきます。

皆さんとともにロータリーの知識を学び、ロータリーを

知っていただきたいと思います。 

【【【【会員誕生日会員誕生日会員誕生日会員誕生日】】】】                                                    大野大野大野大野委員長委員長委員長委員長    

 ・鈴木眞一会員 

 ・梶 俊夫会員 

 
 

【【【【奥様誕生日奥様誕生日奥様誕生日奥様誕生日】】】】                                                    大野大野大野大野委員長委員長委員長委員長    

 ・鈴木 礼 子様（鈴木憲治会員夫人） 

第 973 回例会 8 月 17 日(金) 招聘卓話（麻生警察署長 佐藤 美幸氏） 場所：ホテルモリホテルモリホテルモリホテルモリノノノノ 

第 974 回例会 8 月 24 日(金) ガバナー公式訪問 場所：ホテルモリノ 

・安藤 三枝子様（安藤会員夫人） 

・尾作 郁 子様（尾作均会員夫人） 

 

【【【【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】】】】                                                        碓井碓井碓井碓井会長会長会長会長 

1. 2013-13 年度決算報告について 

 ● 承認 

2. 暑中見舞い名刺広告掲載について 

 ● 承認 10,500 円 

3. 桐光学園高校野球部へのお祝金について 

 ● 承認 20,000 円 会員一人 1,000 円 

 

【【【【会長報告会長報告会長報告会長報告】】】】                                                            碓井碓井碓井碓井会長会長会長会長    

1. クラブ新世代奉仕委員長会議開催のご案内が届いて

います。 

 日時：8月 27 日（月）15 時～17時 

 場所：メモワールプラザソシア 21 

2. 地区拡大増強・退会防止セミナー時のグループ討議の

まとめのご送付についてが届いています。 

3. ロータリー財団「未来の夢ニュースレター8月号」が

届いています。 

4. 川崎幸RCより、創立40周年記念誌が届いております。 

5. 麻生区制 30周年記念 記念事業実行委員会より、寄

付金のお礼状が届いています。 

 

【【【【幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告】】】】                                                                志村志村志村志村幹事幹事幹事幹事    

1.1.1.1.文書着文書着文書着文書着    

◆川崎北RC 

  平成24年8月15日（水）休会 

  平成24年8月29日（水）ロータリー情報例会 

    点鐘：18時 

    場所：ホテル「精養軒」 

  平成24年9月12日（水）親睦移動例会 

    点鐘：18時 

    場所：熱海「石亭」 

 

第 972 回 例会記録 平成 24 年 8月 3 日（金） S.A.A 委員長 山下 俊也 



 

【【【【出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会】】】】                                                                梶梶梶梶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 972 回 19 15 4 - 78.95％ 

第 971 回 19 15 4 1 84.21％ 

第 970 回 19 15 4 2 89.47％ 

 

【【【【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】】】】                                                    蓬田蓬田蓬田蓬田委員委員委員委員長長長長    

  第 972回（件数）   合 計 

ニコニコ    14 件       ￥19,000 

●お客様 

三家 護様（第 3グループガバナー補佐）川崎高津 RC 

「本日はオコガマシクもガバナー補佐ということでお

伺いいたしましたどうぞ宜しくお願いします。」 

●当クラブ 

◇碓井会長【三家ガバナー補佐本日は宜しくお願いしま

す。】 

◇志村幹事【三家ガバナー補佐本日は宜しくお願いしま

す。】 

◇梅澤会員【昨日お宮参り無事終了しました】 

◇大野会員【第 3G ガバナー補佐三家様本日は宜しくお

願いします。】 

◇佐藤会員【ガバナー補佐の三家様ようこそ】 

◇鈴木憲治会員【三家 G補佐ようこそ】 

◇山崎会員【三家ガバナー補佐宜しくお願いします。】 

◇蓬田会員【三家ガバナー補佐様本日は宜しくお願いし

ます。臼井勉様、雪井様見学有難うございます】 

◇安藤会員◇尾作弘会員◇親松会員◇鈴木眞一会員 

◇長瀬会員◇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】】】】                                                代理代理代理代理鈴木憲治鈴木憲治鈴木憲治鈴木憲治    

  第 972 回（件数）   合 計 

R ・ 財 団    2 件       ￥16,000 

 ◇親松会員【桐光が甲子園ですガンバッテェー】 

◇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 972回（件数）   合 計 

米山奨学    3 件       ￥50,000 

 ◇梅澤会員【昨日孫のお宮参り無事終りました】 

◇鈴木憲治会員【三家 G 補佐ようこそ 桐光学園甲子

園出場おめでとうございます】 

◇親松会員 

 

【【【【プログラムプログラムプログラムプログラム委委委委員会員会員会員会】】】】                                        尾作弘尾作弘尾作弘尾作弘委員長委員長委員長委員長    

 次回 10 日は休会 17 日は麻生警察署長の卓話 

 24 日はガバナーの公式訪問 30 日は納涼家族会 

 

【【【【家族親睦委家族親睦委家族親睦委家族親睦委員会員会員会員会】】】】                                            大野委員長大野委員長大野委員長大野委員長    

30 日の納涼家族会・横浜港クルージング現在までの申込

者大人 30 名子ども 5 名です。もっと 友達を誘ってくだ

さい。 

集金は 17 日までとします。ミアンも連れて行きます。 

【【【【雑誌広報委員会雑誌広報委員会雑誌広報委員会雑誌広報委員会】】】】                                        安藤優委員長安藤優委員長安藤優委員長安藤優委員長    

ロータリーの友 8月号   

横書 RI 会長メッセージ P1～ 

ロータリーとは何か、なぜロータリーに入会したのか、自

ら体験したロータリー組織からの恩恵を理解してその情

熱を伝えなければ世の人々に伝わらないでしょう。ロータ

リーモメントという自分で作る個人的メッセージを考え

て下さいと、、、。各クラブに言えると思いますが、今こそ

当クラブの存在に付いて１人１人が考えて原点に返って

見るべきでしょうと思います。P6～会員増強成功の秘訣

P37～ロータリーの新会員向けガイド  

縦書 P16～初めてのメークアップ P22 ロータリーアットワ

ーク 第２５９０地区川崎高津 RC 県立養護学校へコンサ

ート 

【【【【増強委員会増強委員会増強委員会増強委員会】】】】                                                        蓬田委員長蓬田委員長蓬田委員長蓬田委員長    
各例会で四人組を行ってください。五人組になるように 

【【【【四四四四つのテストつのテストつのテストつのテスト】】】】                                                        梅澤梅澤梅澤梅澤会員会員会員会員    

【【【【点鐘点鐘点鐘点鐘】】】】                                                                        碓井碓井碓井碓井会長会長会長会長    

【【【【事務員事務員事務員事務員さんがさんがさんがさんが交代交代交代交代しますしますしますします】】】】    

    9 月より新しい事務員さんになります。  
 今林さん、長い間、大変な事務をしていただき有難うござ
いました。 
 新しい事務員さんは、花井淳子さんです。9 月から宜しく
お願いします。 

 

 

【【【【ガバナーガバナーガバナーガバナー補佐補佐補佐補佐とクラブとクラブとクラブとクラブ協議会協議会協議会協議会】】】】    

13:45 よりクラブ協議会が開催され、碓井会長より順次、
今年の方針と計画を発表された。             

 

三家ガバナー補佐より次の事を申し伝えられた。 
1,ロータリーの知識を深めてほしい 
2,奉仕活動、イベント等には会員全員が参加してください 
3,会員を皆で共に大事にしましょう 
以上の事が出来る事によって、新しい魅力のあるクラブ、
楽しくて、面白いクラブが出来るものです。 
 

【【【【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    長瀬敏之長瀬敏之長瀬敏之長瀬敏之    

 


