
 

 

【点 鐘】                鈴木眞一会長 

 

【例会場】              ホテル・モリノ 

 

【ソング】              蓬田 SAA委員長 

     国歌「君が代」 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

【ゲスト・ビジター紹介】        鈴木(眞)会長 

 ビジター 

  川崎ロータリークラブ(地区副幹事) 白井 勇様 

 

【会長報告】                            鈴木(眞)会長 

◆第 11回理事・役員会報告(新/旧)   鈴木(眞)会長 

①来年度予算案について ＊修正あり 承認 

②ご苦労様会について ＊6/22 箱根湯本「南風荘」承認 

③会計ソフト導入の御礼について 川崎稲生ＲＣ小林美 

千雄会員作成の会計ソフトを導入指導に対してクラブ 

へニコニコとして御礼する（１万円）承認 

 ④６月の例会プログラム 6/13：休会 6/20：卓話 杉山様 

(元巨人軍) 承認 

 ⑤５/３０移動例会 ＊例会当日誕生日会員のお祝い 

  「あさおガーデン」18:30～会費５千円 承認 

⑥麻生区少年野球連盟への支援 青少年奉仕委員会管掌 

(１万円) 承認 

⑦第３Ｇ会長幹事会(6/11) 幹事欠席のため鈴木副会長 

が代理出席 承認 

 ⑧委員会名称の変更 研修委員会(Ｒ情報・IT) 承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆会長報告              鈴木(眞)会長 

１．報告書受領：地区拡大増強・退会防止報告書 

２．麻生区民祭り実行委員会：H26実行委員会役員推薦 

【今月の誕生日】           長瀬親睦委員長 

 ◆会員誕生日  １９日 森 (茂)会員 

         １７日 山下  会員 

             鈴木(豊)会員 

夫人誕生日  ２０日 鈴木 陽子様 

         ２１日 蓬田 文香様 

 ◆代表して森茂則幹事より謝辞がありました。 

  ５６歳になり、今夕奥様と食事とのことです。 

  シニアトーナメント出場の為ハワイに出かける予定 

です。 

【幹事報告】              森(茂)幹事 

１．例会変更、案内 

 ・川崎マリーンＲＣ 

   ６/１２ 期末一泊移動例会 18：00点鐘 

        箱根「H河鹿荘」 

 ・川崎高津ＲＣ  

    ５/１５⇒１７日に変更 9:00～16:00 

               溝口駅前にて「献血活動」 

   ５/２２⇒１９日 16:00～ 

        川崎高津南ＲＣ創立２０周年式典へ 

   ５/２９⇒６/１(日)9:00～多摩川美化活動へ 

 ２．会報受領 

  ・川崎とどろきＲＣ No.742～744 

  ・川崎中ＲＣ No.2012～2015 

  ・新川崎ＲＣ  No.928～934 

  

 

 

 

 

 

 

第 1053回 例会記録 平成 26 年５月９日（金） S.A.A 委員長 蓬田 忠 

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

第 1054回例会  5月 16日（金） 会員卓話(親松会員) 

第 1055回例会  5月 23日（金） クラブフォーラム 次年度に向けて(次年度五大奉仕委員長) 

第 1056回例会 5月 30日（金） 移動例会 18:30 点鐘 「あさおガーデン」 

［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 

［例会日］第 5・ 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 OR移動例会 



【出席委員会】                        佐々木委員長 

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 1053回 24 23 1 - 95.8％ 

第 1052回 24  19 5 4 95.8％ 

第 1051回 24  18 6 6 100％ 

 

【ニコニコ委員会】                  雪井委員長 

  第 1053回（件数）      合    計 

ニコニコ    20 件 ￥20,000 

 

 ●お客様 

  ◇白井勇様【いつもお世話になります。宜しくお願い 

します。】 

  ●当クラブ 

◇鈴木眞一会長【白井様ようこそ！今日も元気にいきま

しょう！】 

◇臼井会員【武相マラソン完走してきました。】 

◇大野会員【ハワイに 4/30～5/5 まで family11 人で行

ってきました。】 

◇尾作均会員【Happy Birthday】 

◇親松会員【先日はお花を有難うございましたと言って

いました。】 

◇梶会員【6/22(日) ご苦労様会、出席をお願いします。】 

◇鈴木昭弘会員【明日(10 日)、麻生リハビリ病院にて

ミニコンサートを行います！】 

◇長瀬会員【5/2娘に女児が誕生しました。2900ｇの元 

気な子です。】 

◇君塚会員 ◇佐々木会員 ◇花輪会員 ◇梅澤会員 

◇鈴木憲治会員 ◇鈴木豊成会員 ◇森(啓)会員 

◇山下会員 ◇雪井会員 ◇蓬田会員 

                以上、ご協力ありがとうございます。 

 

【ロータリー財団】                  臼井委員長 

  第 1053回（件数）      合    計 

Ｒ財団    2件 ￥40,800 

 ○鈴木(憲)会員【今年度も２か月となりました。気を引 

き締めて頑張りましょう。】 

 ○梅澤会員 
 

【米山記念奨学委員会】            志村委員長 

  第 1053回（件数）      合    計 

米山奨学    3件 ￥40,000 

 ○志村会員【新緑が清々しくなりました。】 

○鈴木(憲)会員【新米山奨学生が、他のクラブでは配属さ 

れスタートしました。】 

 ○梅澤会員【いよいよ次年度が近づいてきました。】 

【プログラム委員会】         大野委員長 

 ・５月３０日 移動例会 18:30点鐘「あさおガーデン」 

 ・６月 ６日 新旧理事会【会長の日】 

 ・６月１３日 休会 

 ・６月２０日 招聘卓話：杉山直樹様(元巨人軍捕手) 

        於：百合丘ＣＣ 

 ・６月２２日～２３日【会長・幹事ご苦労さん会 於：Ｈ

南風荘】 

 ・６月２７日 最終例会 

 

【増強委員会】            親松委員長 

 ・入会予定者の報告書の提出をお願いします。 

 

【親睦委員会】            長瀬委員長 

 ・例会当日誕生日者を祝って･･･「あさおガーデン」 

  で開催します。奮って出席をお願いします。 

 

【雑誌・広報委員会】       鈴木昭弘委員長 

 ◆ロータリーの友５月号より 

  （各ページを参照してください！） 

  横組み Ｐ３とＰ２４、Ｐ７、Ｐ１５、Ｐ３５ 

  縦組み Ｐ４、Ｐ４４ 
 

【青少年奉仕委員会】         花輪委員長 

 ◆理事・役員で報告のあった「地域の青少年健全育

成団体に支援」について…詳細解説 

  ・対象団体：麻生区少年野球連盟 

  ・代表者：小林時治連盟会長 

  ＊リーグ戦大会開会式で寄付支援を行う予定 

【会長幹事ご苦労さん会一泊旅行】  梶次年度幹事 

 ◆参加への報告をお願いします。 

  宿泊・日帰り・親睦ゴルフ等の出欠を早めに！ 

    ※５月度の誕生日(会員と令夫人の代理) 

     

【四つのテスト】             佐々木会員 

【点鐘】                鈴木眞一会長 

【会報委員会】              文責 鈴木憲治 


