
 

 

【点 鐘】                梅澤 馨 会長 

【例会場】         百合ヶ丘カントリー倶楽部 

【ソング】          大野、森（啓）SAA委員 

     ロータリーソング『我等の生業』 

【ゲストビジター紹介】         梅澤 馨会長 

      ◇デギー（元米山奨学生） 

◇川崎 航 様（見学者） 

【第 5回会長幹事会報告】        梅澤 馨 会長 

日時：３月１８日 会場：登戸「シェンランホン」 

① 血液対策協議会の件 

27 年 4 月 1 日より 川崎高津 RC、川崎多摩 RC、川崎百

合丘 RC、川崎麻生 RC から１名を協議委員として出す。

次回は百合丘 RCの井上勇現会長。 

② 次年度 2015年 7月より特別月間が変更 

８月、１１月、６月 を除いて変更となるため、次年度の計画

書など注意が必要。 

③ 次年度７月より川崎稲生 RC と川崎多摩 RCが合併 

名称を川崎西北ロータリークラブとする。 

【会長報告】              梅澤 馨 会長 

１． ガバナー事務所より  

① （マリリンの）ＹＥ広島・京都研修旅行日程が再送で届

いています。 

 

 

 

 

 

 

 

② 拡大増強・退会防止セミナーの案内 

4月 17日(金) 15：00～17：30その後懇親会   

メモワールプラザソシア ※出欠 4/10まで 

２． アルテリッカしんゆりより 第４回実行委員会開催お知らせ 

４月９日（木）18：30～20：00  

昭和音楽大学 南校舎１階会議室 

※しんゆり芸術祭（4/25～5/6）開催で本公演の招待  

4/10までに申込 

【幹事報告】                梶 俊夫 幹事 

例会変更 

○川崎とどろき RC 

 ●3月 30日（月）夜間移動例会に変更 18：30点鐘  

富士通川崎工場本館 20F 

 ●4月 27日（月）休会 

○川崎高津 RC 

●4月 16日（木）⇒17日（金）移動例会  

川崎西 RC主催「R情報セミナー」出席 ホテル KSP 

●4月 23日（木）9：00～ 移動例会 高津養護学校慰問 

●4月 30日（木）休会 
    

【出席委員会】             蓬田忠委員長 

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 1095回 24 19 5 - 79.2％ 

第 1094回 24 23  3 2 95.8％ 

第 1093回 24 22 8 6 91.7％ 

 

 

 

 

 

 

 

第 1095回 例会記録 平成 27 年 3月 20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１０９６回例会 3月２７日（金）会員卓話          百合丘カントリー倶楽部 

第１０９７回例会４月 ３日（金）理事役員会         ホテルモリノ新百合ヶ丘 

第１０９８回例会４月１０日（金）社会奉仕活動        ホテルモリノ新百合ヶ丘 

 

 



【ニコニコ委員会】           親松明 委員長 

  第 1095回（件数）      合    計 

ニ コ ニ コ    16 件 ￥16,000 

 
●当クラブ 

◇梅澤会長 【デギーさん、川崎様、本日もよろしく】   

◇梶  幹事 【花粉症です】 

◇大野会員 【声が出ません】 

◇志村会員 【小学校の卒業式に参加して参りました】 

◇鈴木昭弘会員 【麻生川さくらまつりのライトアップは 

今度の日曜日からです】 

◇鈴木憲治会員 【デギーさんようこそ】 

◇臼井会員◇碓井会員◇宇津木会員◇親松会員 

◇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◇雪井会員 

  以上、ご協力ありがとうございました。 
     

 

【近況報告】               デギー 

 米山奨学生としての期間を終えた後、他の大学で勉学し、モン

ゴルへ戻ってからも国の機関で働くなど、日本とモンゴルのかけ

はしとして活躍されている様子などをきれいな日本語で話されま

した。 （スピーチの詳細は後日送られてくる予定です。） 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記念に富士山と桜の絵をプレゼント 

【クラブ会長エレクト研修セミナー報告】 

鈴木豊成会長エレクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１５～１６年度クラブ会長エレクト研修セミナー（PETS）報告 

           ２０１５年３月１７日（火）１３；００～１９：００ 

                       メモワールプラザソシア 

 

ガバナー挨拶                大野精一ガバナー 

ガバナーエレクト地区方針発表     箕田ガバナーエレクト 

２０１５年～２０１６年度 RI会長テーマと地区方針  別紙 

 

 世界へのプレゼントになろう  K。R ラビ ラビンドラン 

        （２０１５～１６年度国際ロータリー会長） 

１、 クラブ会長の任務と心構え 

２、 ロータリー財団について 

３、 拡大増強について 

４、 米山記念奨学事業について 

５、 クラブ奉仕について 

６、 青少年奉仕について 

７、 職業奉仕について 

８、 社会奉仕について 

９、 国際奉仕について 

各委員会の詳しくは２９日（日）の地区研修会にてお話致しま

すので必ず参加してください 

 

グループ討議（ロータリーの意義への理解を深めるクラブ活

動のあり方について）  

第１～第８グループに分かれて討議をした 

第３グループは次年度ガバナー補佐鈴木さん、川崎西、川崎

高津、川崎稲生、川崎高津南、川崎百合ヶ丘、川崎麻生、次

年度社会奉仕委員長鈴木さん 

次年度地区副幹事斎田さん、 

以下９名で討議後代表がまとめを発表 

 

 



第１G 若い人に理解してもらう、高齢化の為若い人の増強が

必要、出席率を上げる、研修、長期計画必要 

 

第２G 活性化企業研修、国際奉仕を通して活性化、人数が

少ないクラブは留学生の受け入れ無理、パスト会長

の活性化 

 

第３G 次年度の取り組み地域奉仕、国際奉仕、教育研修、 

ロータリーサロン【夜】 

懇親会と研修を行っている出席と自己研鑚の」場と

研修をやる 

先輩たちにロータリーの事を聞く 

第４G 新会員の為の DVD を作ってもらう会員増強、メーキャ

ップツアー他クラブの状況が判る 

第５G 独自の活動、楽しむ例会は拡大増強になる 

少人数クラブの良いこと悪いことを見る、バランス

が大事 

第６G 会員２０～３０名クラブは増強に力を割いている出席率

向上と親睦が大事 

 

第７G クラブの現状減少気味で体質改善が必要、財政が苦

しい、平均年齢６０歳以上のクラブはホストファミリー

の受け入れが難しく止めてしまう人もいる 

地区で考えてほしい 

第８Gロータリーの意義の解釈の違いみな違うロータリーの 

意義が判らず止めてしまう人もいる研修、自己研鑚、

何をするのか行動規範が大事 
    

※次年度のガバナー公式訪問 １０月９日（金） 

    

【諸事お知らせ】         鈴木昭弘次年度幹事 

① 地区研修協議会について 

出席の方は ３月２９日 １０時３０分 志村会員駐車場に

集合してください。 

② 会長幹事ご苦労さま会のアンケートは４月３日までに提出

してください。 

    

【４つのテスト】                    志村幸男 会員 

【点  鐘】                      梅澤 馨  会長 

【会報委員会】                    文責：鈴木眞一 

  

 

【デギーを囲んで記念写真】 


