
 

 

【点 鐘】              梅澤 馨 会長 

【例会場】              ホテルモリノ 

【ソング】            森 啓伊 SAA委員 

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】       梅澤 馨 会長 

青少年交換留学生 

マリリン 

 

 

 

    

【今月の誕生日】           山下親睦委員長 

   会員誕生日 会員なし 

      夫人誕生日   4日 梶 昭子 様(梶 俊夫 夫人) 

   結婚記念日 12日 山下俊也会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメント：梶 俊夫 会員 

「家にいないのが健康の秘訣です」 

 

 

 

 

 

 

【理事役員会報告】               梅澤 馨会長 

1. タウンニュース元旦号広告掲載の件 

例年通り １万円                  承認 

2. １２月１２日社会奉仕委員会活動（ゴミ拾い）の件 

例会終了後、新百合ヶ丘駅周辺で約１時間程度 

清掃活動する                    承認 

3. 『心魂プロジェクト』への寄付について 

     ニコニコより１０万円寄付する            承認 

4. ２月の創立記念日の件 

２月２０日（金）夜間移動例会とする       承認 

5. その他①  

２月１３日の例会を２月１８日（水）に振替    承認 

6. その他②  

マリリンがスリに遭い財布を盗られたので今日の 

ニコニコ募金をマリリンに進呈           承認 
    

【会長報告】                    梅澤 馨会長 

１． 芸術の街研究会より 「文化の風」コンサート協力のお願い  

平成 27年 4月 15日 16：00開演 麻生市民館大ホール 
    

【幹事報告】                    梶 俊夫幹事 

例会変更 

○川崎南 RC 

◆12月 20日（土）年忘れ家族会 16：00～川崎日航ホテ

ル  ◆12/23・12/30休会 

◆1月 6日（火）→8日（木）に変更４クラブ合同新年例会 

◆1月 27日（火）夜間移動例会 18：30～ 横浜ロイヤル

パークホテル 

 

 

 

 

 

 

第 1082回 例会記録 平成 26 年 12月 5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１０８３回例会１２月１２日（金）社会奉仕委員会活動   ホテルモリノ  

第１０８４回例会１２月１９日（金）クリスマス家族会    ホテルモリノ 

第１０８５回例会 １月 ９日（金）新年移動例会      柿生『トン鈴』 

 

 
［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 

 



○新川崎ＲＣ 

◆12 月 10 日（水）クリスマス家族会 17：30 点鐘 川崎日

航ホテル ◆12/24・12/31休会 

○川崎西ＲＣ  

  ◆１月 2日（金） 休会 

○川崎鷺沼 RC 

  ◆12月 27日（水）年末家族会 点鐘 18：00ヨコハマグラ

ンドコンチネンタル H   ◆12/24・12/31・1/7休会 

○川崎中央 RC 

  ◆12月 15日（月）→14日（日）クリスマス家族会  

点鐘 13：00 川崎日航ホテル 

  ◆1月 5日（月）→8日（木）４クラブ合同例会  

12：30点鐘 川崎日航ホテル 

  ◆12/29・1/12 休会 ◆1 月 26 日（月）夜間例会に変更

18：30点鐘 サンピアンかわさき  

○横浜あざみ RC 

  ◆12月 17日（水）年忘れ家族会 点鐘 18：00 レロエ ク

オーレ ◆12/31休会 

○ガバナー事務所より  

ローターアクト「第 45回地区年次大会」 変更のお知らせ 

  ◆12 月 21 日（日） 開始時間変更→18：00 開始、会場

変更→ローズホテル横浜 
    

【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 1082回 24 21 3 - 87.5％ 

第 1081回 24 21  3 0 87.5％ 

第 1080回 24 19 5 3 91.7％ 
    

【ニコニコ委員会】            親松委員長 

  第 1082回（件数）  合    計 

ニ コ ニ コ    20件 ￥23,000 

●当クラブ 

◇梅澤会長 【今年もあと１か月になりました】 

◇梶  幹事 【同上】        

◇臼井会員 【12/9 よろしくお願いします】 

  ◇志村会員 【今日、マリリン スピーチします】 

◇鈴木豊成会員【娘のお祝いありがとうございました】 

◇山下会員【のどの風邪で声が出ません。みなさん気を付

けてください】 

◇青戸会員◇碓井会員◇宇津木会員◇大野会員◇親松

会員◇君塚会員◇佐々木会員◇鈴木昭弘会員◇鈴木憲

治会員◇鈴木眞一会員◇長瀬会員◇森啓伊会員◇雪井

会員◇蓬田会員   

以上、ご協力ありがとうございました。 

◎なお、本日のニコニコは理事・役員会の決定に従い、マリリ

ンに全額を進呈しました。 

 

【ロータリー財団】         鈴木憲治委員長 

  第 1082回（件数）  合   計 

R O 財団    3件 ￥40,000 

○梅澤 馨会長    ○鈴木憲治会員 

○鈴木豊成会員【風邪が流行していますので注意しま

しょう】 

【米山記念奨学】           臼井勉委員長 

  第 1082回（件数）  合    計 

米山記念    4件 ￥56,000 

○梅澤 馨会長  ○鈴木憲治会員 

○鈴木昭弘会員  ○鈴木豊成会員 

 

【プログラム委員会】                  佐藤委員長 

１月 ２日 お正月休会 

１月 ９日 新年例会 １８時点鐘 とん鈴 

1月１６日 幹事の日 

１月２３日 卓話 

１月３０日 夜会移動例会 

 

【社会奉仕委員会】                森 啓伊委員長 

１２月１２日 新百合ヶ丘駅周辺の清掃活動を行います。 

ロータリージャンパー着用お願いします。 

 

【雑誌広報委員会】           大野委員長 

  今月は家族月間です。 

 

 

【年次総会】             

議長は梅澤 馨会長 

 



鈴木眞一指名委員会委員長より指名 

 

原案通り 満場一致で可決しました 

 

【スピーチ】 青少年交換留学生 マリリン・レヴァシュァー 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

日本にきてやく４かげつがたちます。 

 私は私のぶかつが今もだいすきです。たいへんですが、

りくじょうぶでたくさんのともだちがいます。いっしょに

おこのみやきを食べました。おいしかったです。 

りくじょうぶはいつもたのしいです。れんしゅうになれま

した！しかも、１１月１６日に Shin Yokohama のマラソ

ンに行きました。とてもたのしかったです！ １キロ、３

キロ、５キロ、１０キロ、２０キロで、なんキロはしるか

えらぶことができました。私は１時間５４ふんで２０キロ

はしりました。まい月マラソンがありますから、またらい

月行きたいです。お母さんありがとうございます。 

 １０月２日にかぶきを見ました。お母さんとお姉さんと

Ginza に行きました。はじめてでした！あのかぶきのたて

ものはすばらしかったです。とても日本てきでした。ぶた

いはおもしろかったです。みんなたくさんのけしょうをし

ていました。とくべつないしょうはすばらしかったです。

男の人だけだったけれど、女がたはとてもリアルでした。 

 ハロウィンのとき、私とたくさんのSaitamaとTokyoの

Exchenge Students はShibuyaに行きました。とてもとて

もたのしかったです！そこにいたすべての人がかそうし

ていました。ときどき本とうにおもしろいいしょうがあり

ました。なのでしばらく私たちはおもしろい人たちとたく

さんのしゃしんをとりました。けれども、人がいすぎて、

びっくりしました！だからとおりであるくことはむずか

しかったです。 

電車でもたくさんの人がいました。でもとにかく、私たち

はたのしみました。そのハロウィンは今まででいちばんで

した。 

 １１月５日に私とお父さんとお母さんはTokyoのスカイ

ツリーに行きました。日本ですごした中でとてもすばらし

い日のひとつでした。どこでもクリスマスのきょくをみみ

にしました。とてもすごかったです。私はクリスマスのき

ょくがすきです。じつはクリスマスにかんけいするすべて

のものがすきです。とくにゆきや、よるのまち中のイルミ

ネーションや、クリスマスのきょくや、クリスマスのしょ

くじなどなど。それで、私たちはスカイツリーのうえにの

ぼりました。とてもすばらしかったです！ Tokyoのすべて

を見られました。てんきはくもりだったけれど、よるの

Tokyoはとてもかんどうてきでした。 

そのあと、おすしやさんで食べました。おいしかったで

す！お父さんとお母さん、本とうにありがとうございます。 

 もうすぐホストファミリーをうつります。しむらさん本

とうにありがとうございます。あえなくなるとさみしいで

す。とてもかんしゃしています。    （原文の通り） 

 

 

【四つのテスト】                      青戸会員 

【点  鐘】                      梅澤 馨会長 

【会報委員会】                  文責：鈴木眞一 

 


