
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ［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】              尾作均 SAA委員 

 それでこそロータリー 

 

【会長報告】               碓井会長 

１．第 30回あさお区民祭り報告書が届いています。  

２．高津南RCより会長幹事会開催のお知らせ  

   平成25年1月9日㈬ 18:30～  ホテルKSP

８F VISTA 

   会費：7000円    ※12/17㈪までに返事 

３．麻生消防署より 平成25年消防出初式 

   平成25年1月12日㈯ 10：00～11：30 

   麻生水処理センター北側 あさおふれあいの広場 

４．横浜東ローターアクトクラブより   

12月第二例会の案内 

   12月19日㈬ 19：30～21：00   

ホテルキャメロットジャパン 

   専門知識開発委員会「そうだ、他クラブへ行こう」  

登録料：3000円 

５．新横浜ローターアクトクラブより   

12月第二例会の案内 

   12月21日㈮ 20：00～21：00  新横浜ホール 

   会員による「硫黄島訪問、被災地訪問」  無料 

６．ガバナー事務所より 

   日本の会員増強のための「サクセスジャパン(SAKUJI作 

   戦)」開始の案内 

 

 
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 

第 991回例会  1月 11日（金） 新年移動例会 理事役員会⑦  18:00点鐘  

 

 

     

第 989回 例会記録 平成 24年 12月 14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 

７．12/12発行「ハイライトよねやま153号」が 

メール添付で届いています。 

 

８．ロータリー補助金ニュースがメールで届いています。 

９. ロータリー米山記念奨学会より 

   特別寄付金明細書と三名の方に感謝状が届いていま

す。 

   ※個人寄付の領収証は、まとめて確定申告に間に合うよ

うに送られます。 

10.ガバナー事務所より 

 ①東京オリンピック、パラリンピック招致のパンフレットとバッ

ジが届いています。 

②D2590米山学友会の会報が届いています。 

 ③第45回インターアクト年次大会開催のお知らせ   

   日時：1/27㈰ 10：００から16：00  ※昼食準備あり 

   場所：横浜市教育会館  登録料：5000円  ※申込：

1/16必着 

 ④2015～16年度 ガバナーノミニー候補者推薦依頼の件 

   締切：2013年4月13日（水） 

11.百合ヶ丘RCより訃報 

   寺尾祥三会員（享年93歳） 

   通夜：12/16（日）午後6時より  葬儀：12/17㈪ 午後

12：00より 

   会場：春秋苑 白蓮華堂 

 

【幹事報告】                志村幹事 

 １. 川崎中央 RCより例会変更 

  ○25年 1/7 ㈪ ➔1/8㈫ 12：30～ 4 クラブ合同例会 

   川崎日航ホテル 12F 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○1/14㈪ ➔休会（祝日） 

  ○1/28㈪ 昼食会➔新年夜間例会  18：30～   

サンピアンかわさき 

２．川崎マリーン RCより例会変更 

  ○1/3㈭ 休会 

  ○1/10㈭ ➔1/8㈫ 12：30～ 4 クラブ合同例会 

 川崎日航ホテル 12F 

○1/31㈭ 昼食会➔新年夜間例会 17：00点鐘   

サンピアンかわさき 

３．川崎中原 RCより例会変更 

  ○12/20㈭➔12/19㈬ 18：00～ 年忘れ家族会  

東京アメリカンクラブ 

  ○12/27㈭・1/3㈭ 休会 

  ○1/31㈭➔1/29㈫ 6 クラブ合同親睦例会  ホテル KSP 

４．横浜南 RCより例会変更 

  ○12/18㈫ 夜間例会 年忘れ家族会  川崎日航ホテル 

  ○12/25㈫、1/1㈫、1/29 休会 

  ○1/8㈫ 4 クラブ新年合同例会  川崎日航ホテル 

５．川崎北 RCより例会臨時変更 

  ○2/19㈬ 18：00～ 年忘れ家族会 東京アメリカンクラブ 

  ○12/26㈬、1/2㈬ 休会 

  ○1/9㈬ 新年例会 ホテル精養軒 12：30～ 

  ○1/30㈬➔1/29㈫  6クラブ合同親睦例会  ホテル KSP 

６．川崎中原 RCと川崎北 RCより会報が届いています。 

７．川崎鷺沼 RCより例会変更 

  ○12/19㈬ 年末家族例会 点鐘 18：00～  

懇親会 18：30 KSP 3F「ホワイエ」 

  ○12/26㈬、1/2㈬ 休会 

  ○1/16㈬ 夜間例会を通常例会に変更 点鐘 12：30 

  ○1/30㈬➔1/29㈫に変更 6RC合同親睦会  

18：00～  ホテル KSP 

 

【米山功労者感謝状贈呈】         碓井会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 989回 21 19 2  90.48％ 

第 988回 20 16 4 2 90％ 

第 987回 20 18 2 - 90％ 

 

【ニコニコ委員会】             蓬田委員長 

  第 989回（件数）     合 計 

ニ コ ニ コ    15件 ￥15,000- 

●当クラブ 

◇碓井会長【来週は今年最後の例会であり、クリスマス

回でもありますのでよろしくお願いします。】 

◇志村幹事【同上】 

◇臼井会員【野菜が売れません】 

◇佐藤会員【鈴木眞一さん、長瀬さん美化運動の資料あ

りがとうございました。】 

◇鈴木昭弘会員【よろしくお願いします。】 

◇鈴木憲治会員【訃報が続きます健康に注意しましょ

う】 

コメントなし 

◇尾作均会員◇親松会員◇佐々木会員◇鈴木眞一会員 

◇鈴木豊成会員◇花輪会員◇森会員◇雪井会員 

◇蓬田会員 

    以上、皆様ご協力ありがとうございます。 

 

【親睦家族委員会】            大野委員長 

 

米山功労者 19回 鈴木憲治会員 

 

 米山功労者 8回  

梅澤 馨会員 

米山功労者 9回  

親松 明会員 



12月 20日のクリスマス家族会参加者について、もう少 

しゲストをお誘いください。 

 

 

 

 

 

 

【プログラム委員会】    鈴木眞一クラブ奉仕委員長 

 1月 11日(金)の新年移動例会会場のお知らせ 

  場所 旭鮨総本店 新百合ケ丘本館 

     麻生区万福寺 1-15-12 ☏ 050-5798-4402 

  点鐘 18:00  

 

 

【ロータリー情報委員会】       鈴木憲治委員 

 次年度、鈴木眞一・森茂則年度の諸計画立案スケジュー

ルを一部変更いたしました。このスケジュールにより進め

ていきます。(後頁に添付) 

 

【クラブフォーラム】         蓬田増強委員長 

10月末に四人組に炉辺の開催要請した議題の発表 

議題①今後の会員増強について ②退会防止について 

  ③その他あれば 

 

1班 森茂則リーダー 班員:鈴木憲治・山下俊也・雪井 

洋子 

会員増強について主に話しあい、私より地親類に当たる森

啓伊さん 48才(不動産管理)に勧誘のお話しをした所、入

る意志はあるが今すぐにと言うわけにはいかず。近く例会

も見学したいとお答を頂ました。後は会員全体の協力があ

れば入会も早まる事もあるので宜しくお願い致します。 

 

2班 大野勉リーダー 班員:梅澤馨・親松明・花輪孝一 

 会員増強の炉辺をはるひ野の梅澤会員マンション 1階

で行いました。梅澤会員が遅刻して話が雑談で終わり梅 

澤会員にご馳走様でした。青戸建材の息子さん社会労 

務士を入会予定をしています。 

 

3班 尾作匀リーダー 班員:尾作弘・鈴木豊成・志村幸 

    男 

 今後の会員増強について 

  候補者リスト 森常雄さん  鈴木一房さん 

  退会防止について 

  新会員には例会で話し相手になる。歓迎会を行う。 

 その他 

  ◎原点に戻り地元地域のために働く  

◎外国へ行くよりも震災の復興支援へ 

 ◎復興支援は金ではなく物で送った方がいい  

◎20周年記念事業で東北へ金をもって行った時全員 

 で行くべきではなかったのか 

 

4班 梶俊夫リーダー 班員:臼井勉・佐々木範行・碓井

美枝子 (立会人:蓬田忠) 

今後の会員増強について 

① 入会地域エリアをもう少し広域にする。 

② 入会手続きには会の規定があるが、出来るだけ

迅速に行える様、入会者がさめないうちに進め

たい。 

③ 例会に多くの方が見学に来るように勧誘する。 

退会防止について 

① 退会するには、長い間に自分なりに決断している

ので無理には止めない。(止めるなら、退会届を出

される前に紹介者は本人または電話し保留する。) 

② 現在、退会届けて残った方はいないと思う。 

③ RC会員になって、どのような楽しみがあるかを大

切にしたい。 

④ 例会には極力出席に努める。 

 その他あれば 

① 月一回は、夜会を希望する。 

② 4人組の充実を図る。 

③ 派閥は作らない。 

④ 例会場での言葉は気を付ける。(ちょっとした事が

相手を傷つける。) 

⑤  

4班 長瀬敏之リーダー 班員:佐藤忠博・鈴木眞一・蓬 

田忠 

 今後の会員増強について 

①� 候補者がいた時には一番近い方と一緒に入会を勧

める。 

②� 入会までがあまり長くなるとさめるのでほどほど

の行程で入会にこぎつける。 

③� 現時点では入会候補者模索中 

 退会防止について 

  ・派閥は絶対作らない・傷付けることは云わない・退 

   会しそうな時には早めに手を打つ 

その他あれば 

  少ない会員数なので仲良く時は親睦をはかりながら 

  ロータリーライフを楽しみたい。 

 

総括             蓬田増強委員長 

 

 会員増強に向かって 4人組をしていただき有難うご

ざいました。今後の増強のあり方 候補者 そして退会防

止等いろいろ知恵を出し合って各組から提案していただ

きました。今後お役立したいと思います。 

 そして 来期に向かって 鈴木眞一会長、森幹事に流れ

良く 今から用意しつつ進んで行きたいと考えます。今後

とも会員全員のお力添えを切にお願い申し上げます。 

【四つのテスト】                          蓬田会員 

【点鐘】                  碓井会長 

【文責】                    長瀬会員 

 

 

プレゼント必ず待って

きてください。 



川崎麻生ＲＣ(2013～2014)年度諸計画立案スケジュール 

（2012/11/12） 

２０１２年 １２月度   ７日『クラブ年次総会』※次年度理事役員の選挙 

・次年度五大奉仕委員長・会計・SAA ・プログラムと炉辺？を開催 

 

２０１３年  １月度     次年度各委員会の委員構成案を作成 ＊会員の委員歴を調査 

・鈴木会長Ｅ/森副幹事⇒原案作成 

§次年度地区協議会の開催「３月２４日慶応義塾大学(日吉キャンパス)§ 

 

２０１３年  ２月度     次年度委員会構成案決定⇒２月１日『理事会』承認？ 

（地区協が早いため） 

・『会長方針』づくりに入る 

・五大奉仕委員長・ＳＡＡ・プログラムと打合せ 

・名刺の作成（会長・幹事） 

§１G～３G IM (２/１３）慶応大学協生館§ 

２０１３年  ３月度   １日 理事会承認⇒『次年度委員会構成案』 

・例会場の予約申込：ホテルモリノと百合丘ＣＣ 

＊地区協議会への出席要請（３/２４） 森副幹事 

⇒開催場所に注意！ （慶応大学日吉キャンパス） 

１９日『会長エレクトセミナー(ペッツ)』鈴木会長エレクト出席 

２４日『地区協議会』出席徹底（次年度活動計画書づくりへの参考！） 

 

２０１３年    ４月度      ５日 理事会『会長方針』発表(ＲＩテーマ・次年度ガバナー方針の発表に基づいて) 

『活動計画書づくり』作成要請（会長方針・地区協参考） 

『プログラム案作成準備（移動例会・休会等） 

『予算案』作成準備―幹事・会計（各委員会予算の検討と調整） 

＊「会長・幹事ご苦労さん旅行」の企画立案 

 

２０１３年    ５月度    １０日 新・旧理事役員会 

『予算案』承認 

『プログラム案』承認 

『活動計画書』『ロースター』作成→丸和印刷へ 

＊次年度備品の発注(ＲＩテーマ看板等百合丘ＲＣと調整) 

 

２０１３年    ６月度       ７日 新・旧理事役員会 

＊計画の最終調整 

＊他クラブ表敬訪問日調整（百合丘・多摩・稲生等） 

＊「活動計画書・ロースター」最終校正と印刷ＵＰ（第１例会 

＊新年度第一例会(７/５)準備＊ 

Plan by Kenji Suzuki 


