
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 988回 例会記録 平成 24年 12月 7日（金） S.A.A 委員長 山下 俊也 

回 例会記録 平成 20年 5月 30日(金) S.A.A委員長 森 茂則 

第 989回例会 12月 14日（金） クラブフォーラム 会員増強 

第 990回例会 12月 20日（木） 移動例会 クリスマス家族会 ホテルモリノ 18:00点鐘 

 

［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 鐘】                 碓井会長 

 

【例会場】               ホテルモリノ 

 

【ソング】              山下 SAA委員長 

 国歌｢君が代｣  ロータリーソング{我等の生業} 

【ゲスト・ビジター】            碓井会長 

○ 見学者 木村良三様 

○ 米山記念奨学生 ミアンさん  

【会員誕生日】          大野親睦家族委員長  

会員の奥様 ○梶会員 昭子様 

○ 入会式 鈴木昭弘 様 入会おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【理事・役員会報告】            碓井会長 

1, インターネットプロバイダーの件 

2, クリスマス家族会の予算の件 

3, その他 

【会長報告】               碓井会長 

１．川崎青年会議所より 「新年のつどい」の案内 

   2013年１月14日㈪ 午後6：30より  川崎日航ホテル 

   登録料：6000円 

２．西RCより 鎮魂「愛の鐘」の件についての報告 

   設置場所について岩手県よりサンアンドレスへの設置許可

がおりました。 

 

   場所 ：広島国際会議場及びANAクラウンプラザホテ

ル広島 

  ② 2013～2014年度 クラブ奉仕委員会 地区委員

長として、鈴木憲治さんが委嘱されました。 

４． クラブ合併のお知らせ 

   平成25年1月より川崎日吉RCは川崎南RC

と合併し、 

   「川崎南ロータリークラブ」として出発する

ことになりました。 

５． 芸術の街研究会より 

   「文化の風・春コンサート」の案内   入場無

料（資料代￥400） 

   平成25年4月3日㈬ 18：00～ 麻生市民館大ホール 

   平成25年4月5日㈮ 18：00～ 多摩市民館大ホール 

６．川崎マリーンRCより 創立20周年記念式典の案内 

   平成25年2月14日㈭ 14：30受付  

   ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル 

７．麻生区役所総務課より  平成25年賀詞交歓会の

案内 （12/19までに返信） 

   平成25年1月8日㈫ 午後3時～  

   新百合21ビル多目的ホール（地下２階）   

会費：3000円 

 

【幹事報告】               志村幹事 

 

１. 川崎大師 RCより例会変更 

   25年 1/2 ㈬ 休会  

   25 年 1/9 ㈬ 休会➔ 1/8 ㈫12：00 受付 川崎日航ホ

テル 11階 

新春４クラブ合同例会 

   通常例会場変更 1/16㈬ より 川崎大師平間寺 信

徒会館地下１階 

２．新川崎 RCより例会臨時変更 

   12/19㈬クリスマス家族会 18：00～ 川崎日航ホテル 

   12/26㈬・1/2㈬ 休会  

   1/9㈬ 新年初例会 18：30点鐘 川崎日航ホテル 

 



３．川崎多摩 RCより例会変更 

   12/20㈭ 18：00～ 年忘れ家族会 ヒッコリーファーム 

   12/27㈭・1/3㈭ 休会 

４．横浜あざみ野 RC より例会変更 

   12/19㈬ 18：00～ クリスマス例会（横浜たま RC と合同） 

     新横浜グレイスホテル７F リディア 

   25年 1/2㈬ 休会 

５．川崎とどろき RC より例会臨時変更 

   12/31㈪➔休会  25 年 1/14㈪成人の日➔休会  1/28

㈪➔変更 

   平成 25 年 1/29㈫ 第二グループ合同親睦例会  ホテ

ル KSP 3F 

６．川崎中 RC より 例会臨時変更 

   1/8㈫ 新年初例会  17：30点鐘  ホテル精養軒 

   1/29㈫ 18：00 点鐘 二グループ合同親睦例会  ホテ

ル KSP 3F 

 

【出席委員会】                梶委員長 

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 988回 20 16 4 2 90％ 

第 987回 20 18 2 - 90％ 

第 986回 20 17 3 3 100％ 

 

【ニコニコ委員会】             蓬田委員長 

  第 688回（件数）   合 計 

ニコニコ   13 件     ￥13,000- 

●当クラブ 

◇碓井会長【新会員、鈴木昭弘さんようこそおめでとう

ございます。見学の木村洋三様ようこそ】 

◇志村幹事【同上 】 

◇親松会員【今日は孫の 1歳の誕生日です】 

◇梶会員【鈴木昭弘さん、宜しくです】 

◇鈴木憲治会員【鈴木昭弘さん入会おめでとう】 

◇鈴木眞一会員【鈴木昭弘さん宜しくお願いします】 

◇梅澤会員【今年もあと例会 2回です】 

◇長瀬会員【孫、つかまり立ちができるようになった】 

◇山下会員【鈴木昭弘さん入会おめでとう】 

◇蓬田会員【鈴木昭弘さん末長く宜しくお願いします】 

コメントナシ 

◇森会員◇佐々木会員◇臼井会員 

 

    以上、ご協力ありがとうございます。 

 

【ロータリー財団】           鈴木豊茂委員長 

  第 988回（件数）   合 計 

R ・財団   3 件    ￥24,000- 

◇ 鈴木憲治会員—-鈴木昭弘さんの入会を祝って。 

◇ 碓井会員—-鈴木昭弘さんよろしく、木村様入会をお

待ちしております。 

◇ 梅澤会員---皆さん風邪を引かないように。  

【米山記念奨学】            鈴木憲治委員長 

  第 988回（件数）   合 計 

米山奨学   4 件    ￥40,000- 

 ◇志村会員—新会員、鈴木昭弘さんおめでとう 

       見学で木村さんようこそ。    

◇鈴木憲治会員--鈴木昭弘さんの入会を祝して 

◇梅澤会員---今年も例会あと 2回となりました。 

◇親松会員---今日、孫がマラソン大会で 1 等賞になり

ました。 

【年次総会】                碓井会長 

川崎麻生ロータリークラブ定款による年次総会が開催 

されました。 

次年度役員理事の選出       選考委員長 

●役 員 

会長          鈴木 眞一 

副会長         鈴木  憲治 

会長エレクト  

(クラブ奉仕委員長)      梅 澤  馨  

幹事             森  茂 則  

副幹事                    梶  俊 夫  

会計                      尾 作  均  

会場監督                  蓬 田  忠  

●理 事  

職業奉仕委員長            鈴木 豊成  

社会奉仕委員長            山下 俊也  

国際奉仕委員長            尾 作  弘  

新世代奉仕委員長          花輪 孝一  

直前会長                  碓井美枝子  

直前幹事                  志村 幸男 

出席者全員の異議がない事を確認し、碓井会長より任 

命いたしました。 
 

 

 写真挿入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【X会のお知らせ】       大野親睦家族委員長  

○ お土産は、3,000円以上 12月 14日 納入してくだ

さい。 

【四つのテスト】            親松 会員 

【点鐘】             碓井会長 

【会報委員会】          文責 梶 

 


