
 

 

【点 鐘】                梅澤 馨 会長 

【例会場】          百合丘カントリー倶楽部 

【ソング】               君塚 SAA委員 

ロータリーソング「我等の生業」 

【お祝】                梅澤 馨 会長 

 雪井会員のご子息の結婚が決まりました。おめでとうご 

ざいます。 

 お祝金の贈呈 
    

【会長報告】                  梅澤会長 

1, ガバナー事務所より  

① 「意義ある業績賞」候補プロジェクト募集の案内   

締切 １月２６日 

② 2017-18 年度ガバナーノミニー候補者推薦依頼   

締切 １月１４日 

2, 麻生区青少年野球連盟より  

平成 26年度「反省会・懇親会」のお知らせ 

12月 13日（土）18：30～  中国料理「天安」 

3．川崎市血液対策協議会 会議報告が届く 

4．百合丘ＲＣより「年末家族会」の案内が会長と 

幹事に届く  12月 16日（火） 

※欠員のでている会報委員に鈴木眞一会員が 

担当していただくことになりました。 
    

【幹事報告】                梶 幹事 

 例会変更 

○川崎多摩ＲＣ 

  11月 27 日（木）移動例会（職場見学） 

NHK放送研究所 14：00～  

 

 

 

 

 

 

12月 18日（木）年末家族会 18：00点鐘  

 聘珍樓 ANNEX（溝口） 

  12月 25日（木）休会 

○川崎稲生ＲＣ  

  11月 28日（金）移動例会 12：30点鐘  

リストランテガット（向ヶ丘遊園駅北口） 

  12月 18日（木）年末家族会 歌舞伎鑑賞 

  12月 26日（金）・平成 27年 1月 2日（金） 休会 

会報着 

○川崎とどろきＲＣ 第 762回（9/9）～第 765回（10/29） 

○川崎中ＲＣ   第 2035回（9/30）～第 2039回（10/23） 

 

【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 1080回 24 19 5 - 79.2％ 

第 1079回 24 18  6 3 87.5％ 

第 1078回 24 16 8 5 87.5％ 

 

【ニコニコ委員会】            親松委員長 

  第 1080回（件数）  合    計 

ニ コ ニ コ    17件 ￥17,000 

●当クラブ 

◇梅澤会長 

◇梶 幹事  

◇大野会員【１９日の相模湖カントリーオープンコンペで優 

勝しちゃいました。】 

◇鈴木憲治会員【数々のイベントがやっと終わりました。】 

 

 

 

 

 

 

 

第 1080回 例会記録 平成 26 年 11月 21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 

第１０８１回 例会１１月２８日（金） Ｒ財団学友会 代表幹事卓話  百合丘カントリー倶楽部 

第１０８２回 例会１２月 ５日（金） 理事役員会 年次総会     ホテルモリノ 

第１０８３回 例会１２月１２日（金） クラブフォーラム       ホテルモリノ 

 

 
［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 

 



◇鈴木眞一会員【家内に花をありがとうございました。】        

◇青戸会員◇臼井会員◇碓井会員◇宇津木会員◇親松 

会員◇君塚会員◇鈴木豊成会員◇長瀬会員◇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。 

 

【親睦家族委員会】       山下親睦家族委員長  

川崎麻生ロータリークラブクリスマス家族会について  

川崎麻生ロータリークラブクリスマス家族会を下記要領

で開催いたしますので、大勢の 家族、知人を お誘いの上、

ご参加をお願いいたします。    

参加人数・会費の支払い・プレゼントは 12月 5日(金)の

例会までにお願いします。    

会費等について      

会 員 \15,000-  家族・知人\10.000- 

  小中高学生  \3,500-    

プレゼントについて      

会 員\3,000-位のプレゼント包装をした品物１点以上

をお願いします。      

会長・幹事・五大奉仕委員長は上記 1点のほか特別に+1

点豪華なプレゼントを用意下さい。      

プログラム  

平成２６年度 川崎麻生 RCクリスマス家族会 

日 時     平成２６年１２月１９日 金曜日     

会 場     ホテルモリノ７F宴会場       

例 会                                              

会場監督委員会      点 鐘       18:00                                 

梅澤 馨会長        ロータリーソング          

ゲストビジター紹介                   

梅澤 馨会長           会長・幹事報告       

委員会報告  例会閉会の点鐘   18:15  梅澤 馨会長                               

クリスマス家族会   18:20                   

開会の言葉   

会長挨拶・ゲストビジター・家族等紹介  梅澤 馨会長        

乾杯   鈴木 豊成クラブ奉仕委員長                              

ショ―タイム 『心魂プロジェクト』ミュージカル、テー

ブルマジックショー    

食事  ビンゴゲームなど       

閉会の挨拶  20:30     梶 俊夫幹事        

手に手つないで 以上、 

親睦委員会で楽しいクリスマス会にしたいと思いますの

で、大勢の参加をお願いします。 親睦委員会の方々へ ク

リスマス会当日は PM ４時３０分に集合し準備をします。  

 

【クラブ雑誌広報委員長会議報告】 大野雑誌広報委員長 

10月 27日メモアールプラザソシア 21で開催されました

【クラブ雑誌広報委員長会議】の報告をしました 

【一口メモ】    鈴木憲治ロータリー情報研修担当 

ロータリーに入ったからには 

 自分なりに早くロータリーのいいところを見つけ、ロー

タリーを身につけることです。  

 入会に際しての綿密なインフォメーションが大切な事

は言うまでもありませんが、それでもわからないところが

あれば、毎週の例会に出席して会長の時間や卓話、ロータ

リー情報など、先輩よりも色々話を聞き、『ロータリーの

友』を読んだり、さらには手続要覧に目を通すなどして自

分でも勉強し、すすんで委員会活動をしたりして、クラブ

奉仕を身につける事です。 

クラブ奉仕を身につけるには 

 このように、クラブ奉仕によって「他人のことを思い、

他人のために尽くす」というロータリーの心を身につける

訓練をうけることになります。しかし、なんと言ってても、

ロータリーに張ったからには実益がなければなりません。

そのためには、このようにして得られたロータリーの心を

自分の職業に生かすことです。 

 “Nothing but the Best”という言葉がありますが、製

造業の場合には「これ以上良いものがつくれない」という

気持ちで、サービス業の場合は「これ以上のサービスはで

きない」という気持ちで努力すること、医師の場合には「患

者さんのために常に最善の医療を施す」ようどりょくする

ことであり、こうすることがその人の信用につながること

になります。つまり、真のロータリアンとしての日頃の言

動や実績によって信望、即ち信用が得られ、仕事もうまく

行くものと思われます。 

 即ち、ロータリーの奉仕は『思いやりの心をもって他人

のために尽くすことである』とか、『最もよく奉仕する者、

最も多く報いられる』というロータリー哲学の実践にある

わけです。 

Rotary is ”Thoughtfulness of and helpfulness to 

others” 

 ”He Profits Most Who Serves Best” 
    

【麻生観光協会 PR】 麻生観光協会副会長 鈴木憲治 

  麻生観光協会では市制 90周年に伴い、禅寺丸柿発見 800

年記念イベント開催して来ました。15日には長野県高森

町の高森町まるごと収穫祭で、禅寺丸柿のかきまるくんが

市田柿の柿丸くんに再開し、友交を深めました。 

 

    

 

 

 

 

 
    

【四つのテスト】            鈴木憲治会員 

【点  鐘】              梅澤馨会長 

【会報委員会】           文責：長瀬敏之 

  


