
 

 

【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「我等の生業」 

【ゲスト紹介】             梅澤 馨 会長 

    マリリン    青少年交換学生 

    川崎 航 様  クラブ見学者 

【今月の誕生日】           山下 親睦委員長 

    会員誕生日 3月 6日 花輪孝一会員 

            23日 志村幸男会員 

    夫人誕生日 3月 1日 志村節子様 

(志村幸男会員夫人) 

    結婚記念日 3月 30日 梅澤 馨会長 

【第９回理事・役員会議報告】       梅澤 会長 

1. 会長幹事ご苦労様会の案について 

     6/21(日）～22（月）または 5/24(日）～25（月） 

     行先：北海道   【検討】 

 2. ４月 10日清掃の件 例会後、麻生川の清掃 【承認】 

  3. ３月 29日の地区研修・協議会の件 

     欠席者（２，３名）には、代理者（２名候補あり）

をたてる。    【承認】 

  4. 新会員の件  川崎航様、菅原様 入会の件 

  5. モンゴルのデギーさん、３月 20日当クラブに来訪予 

定   3月 20日 夜会例会の予定   【承認】 

6. ホストファミリーの件  

鈴木豊成会員１カ月延長【承認】 

 

 

  

 

 

 

 

 

7. 来日学生経費の件 【承認】 

8. 例会当日誕生日会の件（３月、４月で３名） 

     花輪会員 3/6、尾作弘会員 4/17、森啓伊会員 4/24 

    ４月 24日に米山奨学生の孫さん歓迎会を兼ねて行 

う予定     【承認】 

 【会長報告】              梅澤 会長 

1. ガバナー事務所より 

2017-18年度 ガバナーノミニー告知・確定宣言 

横浜西ロータリークラブ 湯川 孝則
たかのり

 氏 を指名 

2. 2月 18日に行われた IM実行委員長よりお礼状が届く 

3. ロータリー囲碁同好会より 第 16 回ロータリー国際囲碁大

会の案内 

５月１６日（土） ９：００点鐘   

市ヶ谷「日本棋院２階大ホール」 

4. 麻生観光協会より  

第６回麻生観光写真コンクール表彰式の案内 

 ３月２５日（水）14：00～ 麻生区役所４F会議室 

5. 麻生区少年野球連盟より  

第 38回春季大会 開会式のお知らせ 

   開会式 3月 22日（日） 片平丘球場 

【幹事報告】            鈴木昭弘 副幹事  

例会変更 

○新川崎 RC 

●3月 11日（水）川崎幸 RC との合同例会 18：00点鐘  

川崎日航ホテル  

●3月 25日（水）AED講習会 15：00～幸消防署  

例会 17：30～川崎日航ホテル 

●4月 8日（水） 親睦お花見移動例会 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1093回 例会記録 平成 27 年 3月 6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１０９４回 例会 ３月１３日（金）  会員卓話 

第１０９５回 例会 ３月２０日（金） 会長エレクト研修セミナー報告 

第１０９６回 例会  ３月２７日（金） クラブフォーラム 

 
［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 

 



○川崎高津南 RC 

●4月 12日（月）⇒18日（土）移動例会（献血活動）  

点鐘 10：00 溝口駅前ロータリー 

●4月 27日（月）移動例会 点鐘 10：00  

久本小学校花壇手入れ 

○川崎マリーン RC 

●4月 23日（木）移動例会「家族グルメ例会」 18：30～ 

●4月 30日（木）休 

卓話案内 

○神奈川 RC ３月 16日(月)12：30～ ホテルキャメロット  

卓話者：中島昭子 捜真学院学院長 

 

【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 1093回 24 16 8 - 66.7% 

第 1092回 24 15  9 4 79.2% 

第 1091回 24 20 4 2 91.7% 

 

【ニコニコ委員会】             親松 委員長 

  第 1093回（件数）  合    計 

ニ コ ニ コ     16件 ￥15,000 

●当クラブ 

◇梅澤会長【川崎様 ようこそ】 

◇鈴木昭弘副幹事 【川崎様 ようこそ】 

◇鈴木憲治会員【花粉症がひどくなりました】 

◇長瀬会員【人間ドッグであっちこっち検査の連続です】 

◇青戸会員◇臼井会員◇尾作会員◇親松会員 

◇君塚会員◇佐々木会員◇鈴木眞一会員 

◇鈴木豊成会員◇森啓伊会員◇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した。 

 

【ロータリー財団】          鈴木憲治 委員長 

 第 1093回（件数） 合    計 

RO財団 2件 ￥23,600 

○梅澤 馨会長 

○鈴木憲治会員 

 

【米山記念奨学財団】           臼井 委員長 

 第 1093回（件数） 合    計 

RO財団 3件 ￥40,000 

○梅澤 馨会長 「３月になっても寒暖がはげしいです。」 

○鈴木昭弘会員 

○鈴木憲治会員 

【地区協議会について】   鈴木憲治 ロータリー情報委員 

地区協議会が行われる聖光学園は立替で広くなり、入口の

校庭はなくなりました。駐車場はあります。 

昼食は学食です。すばらしい大ホールでの研修会です。 

稲生ロータリークラブと多摩ロータリークラブが合併します。

新ネームは川崎東ロータリークラブでエントリーする予定で、

稲生ロータリークラブの創立 25 周年記念例会日の 3 月 20 日

に新ネームの発表があります。 

 

今日のゲストの皆様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

元気なマリリンです 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   

クラブ見学の川崎様 

 

【四つのテスト】             蓬田 忠 会員 

【点  鐘】              梅澤 馨 会長 

【会報委員会】           文責：長瀬 敏之 

 

 


