
 

 

――尾作均会員のご冥福を祈ります 黙祷―― 
    

【点 鐘】                梅澤 馨 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【ソング】              臼井勉 SAA委員 

   国歌斉唱「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】         梅澤 馨 会長 

   アクアピアサロン 杉山 遼 様 (本日の卓話者) 

   心魂プロジェクト 寺田 様、有永 様 

(クリスマス会パフォーマンス) 

【今月の誕生日】            山下親睦委員長 

   会員誕生日 10月 13日 梅澤馨会長 

            28日 佐藤忠博会員 

      夫人誕生日    16日 尾作芳子様(尾作弘夫人) 

            20日 臼井愛子様(臼井勉夫人) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

佐藤忠博会員「野球では 7 回裏、後期高齢者になりましたが、

免許合格、元気で健康で皆様にお付き合いしてまいります。 

【理事役員会報告】          梅澤 馨 会長 

1． 次年度五大奉仕 指名委員会の件 

鈴木眞一（委員長）、森茂則、梅澤、梶、鈴木豊成、 

鈴木昭弘、森啓伊 にて検討する。 

 

 

 

 

 

 
   

2．クリスマス会の件 

  12 月 19 日 ホテルモリノにて 手品、歌など 承認 

3．広告掲載依頼の件 

  鈴木昭弘会員が団長の吹奏楽団演奏会プログラムへの

広告掲載につき、A4（１ページ）20,000 円の広告を出

す。承認 

4．美化活動について 

  11 月 28 日（金）美化活動を行う。雨天の場合は 12 

月 12 日（金）承認 

5．尾作均会員ご逝去に際して 

  生花１基、弔電、香典をおくる。承認 

6．雑誌広報委員長交代 

  尾作均氏ご逝去に伴い、雑誌広報委員長を大野勉会員 

に依頼。承認 

7．会報委員の件 

 常時出席の会報委員が少ないことから、花輪委員長と 

検討する。 

8．ベトナムフエ大学への支援について 

 第二弾は日本語教材 48冊を国際郵便（EMS)にて発送 

【会長報告】              梅澤 馨 会長 

１． ガバナー事務所より   

① クラブ雑誌委員長会議 開催の案内 

2．受入学生オリエンテーション② 意見交換会 

  10月 27日（月） 15：00～17：00 メモワールプラザソシア  

10月 25日（土） 14：00～16：00  

ブリーズベイホテル４F   

3．神奈川県ロータリアン親睦テニス会の案内 

11月 11日（火） 9：30集合、16：00パーティー   

湘南ローンテニスクラブ 

4．グリーンハート吹奏楽団（鈴木昭弘団長）より  

演奏会の案内とプログラムへの広告掲載の依頼 

 演奏会 11月 8日（土） 17：00開場  世田谷区民会館 

 
 

 

 

 

 

５．訃報 

第 1073回 例会記録 平成 26 年 10月 3日（金） S.A.A  委員長 青戸 慶太 

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

［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 0R 移動例会 

 

第１０７４回例会１０月１０日（金） 米山月間 米山選考委員長 斉藤正彦氏卓話  ホテルモリノ 

第１０７５回例会１０月１７日（金）⇒10月 14日-15日 伊勢神宮移動例会 職業奉仕委員会  

第１０７６回例会１０月２４日（金）               百合丘カントリー倶楽部 

 

 

  



当クラブの尾作均会員 10月 1日にご逝去 

通夜：10月 6日（月） 18：00 より   

葬儀：10月 7日（火） 12：00～13：30 眞宗寺 川崎霊園 

６．梶幹事の息子さんのご結婚につきお祝いをお渡ししする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梶俊夫幹事「みつくんがようやく 10 月 5 日に結婚する

ことになりました。有難うございます。」 

【幹事報告】                  梶 幹事 

例会変更 

○川崎中ＲＣより 

10月 4日（月） 休会  ※２月１０日（火）を 

休会から通常例会とする。 

○川崎マリーン RCより 

 11月 13日（木） ３クラブ合同夜間移動例会  

点鐘 18：30 川崎日航ホテル 

○川崎中原 RCより 

 10月 30日（木） 休会 

 11月 6日（木）→8日（土） 地区大会移動例会 

○川崎北 RCより 

 10月 29日（水） 休会 

 11月 5日（水）→8日（土） 地区大会移動例会 

卓話案内 

○神奈川ＲＣより  2590地区 米山記念奨学委員長  

高橋 敏明氏 卓話 

10月 20日（月）12：30点鐘  

ホテルキャメロットジャパン 

◆川崎幸 RCより 2013-2014の年次報告が送られる。 

 

【出席委員会】                 蓬田委員長 

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 1073回 24 20 4 - 73.3％ 

第 1072回 25 17  8 7 96.0％ 

第 1071回 25 20 5 0 80.0％ 

【ニコニコ委員会】            親松委員長 

  第 1073回（件数）  合    計 

ニ コ ニ コ    16件 ￥16,000 

●当クラブ 

◇梅澤会長 【今日は暑いです。 】 

◇梶 幹事 【10月 5日 息子がようやく結婚します。】 

◇臼井会員【会費わすれました。】        

◇大野会員【本日、結婚記念日です、大へん。石和で 

ゴルフしていたら降灰がありました。】 

  ◇鈴木憲治会員【尾作均会員のご冥福を祈ります。】 

◇青戸会員  ◇親松会員  ◇君塚会員 

◇佐々木会員  ◇鈴木昭弘会員  ◇鈴木眞一会員   

◇鈴木豊成会員  ◇森茂則会員  ◇森啓伊会員   

◇山下会員  ◇蓬田会員 

以上、ご協力ありがとうございました。 

【ロータリー財団】         鈴木憲治委員長 

  第 1073回（件数）  合   計 

R O 財団    2件 ￥21,200 

◇梅澤 馨【今日は暑いです】 

◇鈴木昭弘 

【米山記念奨学】           臼井勉委員長 

  第 1073回（件数）  合    計 

米山記念    3件 ￥30,000 

◇梅澤 馨【今月は米山月間です。皆さんよろしく】 

◇鈴木憲治【10月は米山月間です】 

◇臼井 勉  

【プログラム委員会】          佐藤委員長 

第 1074回例会 10月 10日（金）  

米山月間 米山選考委員長 斉藤正彦氏卓話  

第 1075回例会 10月 14日-15日 伊勢神宮 移動例会  

職業奉仕委員会   ※10月 17日（金）休会                

第 1076回例会 10月 24日（金） 

第 1077回例会 10月 31日（金）移動夜会例会 

【雑誌広報委員会】           大野委員長 

時間が無いので端折ります 

ロータリーの友横書き P.8～ P.20～ P.24 

縦書き P.22をよく読んでください。 

【今日の卓話】         紹介者 森茂則会員 

 卓話者 アクアピアサロン 杉山 遼 様 

    心が動けば体が動く、 

    体が動けば心も踊る!! 

ツールを使っての身体の運動と筋肉の運動 

 靴の片べりしている君塚会員が指導受ける 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【四つのテスト】              君塚会員 

【点  鐘】               梅澤馨会長 

【会報委員会】            文責：長瀬敏之 

 

  


