
第１０９８回例会 ４月１０日（金） 社会奉仕（麻生川清掃）   ホテルモリノ 

第１０９９回例会 ４月１７日（金） 招聘卓話          ホテルモリノ 

第１１００回例会 ４月２４日（金） 移動夜間例会 

 

 

 

【点  鐘】            梅澤  馨  会長  

【例会場】            ホテルモリノ  

【ソング】           鈴木憲治  SAA 委員  

国歌         君が代  

ロータリーソング   奉仕の理想  

【会員誕生日】          森  茂則  委員  

碓井美枝子会員、君塚毅会員、尾作弘会員、

森啓伊会員  

【奥様誕生日】  

  佐藤成子様（佐藤忠博夫人）、鈴木里香様（鈴

木昭弘夫人）、親松恵美子様（親松明夫人）  

代表して佐藤忠博会員挨拶  

【ゲスト・ビジター紹介】なし  

【第 10 回理事・役員会報告】      梅澤  馨  会長  

１．新会員の件  川崎航様入会の手続き完了で、  

  さらしをまわす。  

２．会長幹事ご苦労様会の件  

  5 月 24 日～25 日  場所：山梨県石和  

３．誕生日会兼歓迎会の件  

  4 月 24 日夜会、会場未定  〇花輪会員、尾作弘

会員、森啓伊会員の誕生日会  〇米山奨学生  

４．米山梅吉記念館賛助会費と 100 円募金につい  

 て、昨年と同様に 100 円募金をニコニコ口座よ  

 り収める。  

５．その他  

 4 月 10 日 (金 ) 例会後、麻生川清掃活動  

 ※雨天の場合は中止  

 

 

 

 

 

 

 

【会長報告】          梅澤  馨  会長  

１．ガバナー事務所関連  

①青少年交換委員会より  

交換学生オリエンテーション (４月 )の案内  

４月２５日 (土 )14:00～16:00 

場所：プリーズベイホテル  ※出欠 4/22(水 )まで  

②ポールハリスソサエティー会員   

鈴木憲治会員へ本年度支援のお礼状  

 

 

 

 

 

 

 

 

２．Ｒ米山記念奨学会より  

 米山奨学生孫君の世話依頼と森啓伊会員へ  

カウンセラー委嘱状が届く。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1097回 例会記録 平成 27 年 4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 

 



３．米山梅吉記念館より  

 賛助会員入会登録 (一口 3000 円 /一年間 )と  

100 円募金のお願い  

春季例祭の案内  4 月 25 日 (土 )14:00 開会  

※参加者は 4/13(月 )までに連絡  

４．麻生区少年野球連盟より  第 24 回学童軟式  

野球リーグ戦大会のお知らせ  

4 月 12 日 (日 )8:00～(雨天の場合は 4/18) 

５ .ホテルモリノの会場に取り付ける新しいロータリー旗

が届く。 
   

【幹事報告】         梶  俊夫  幹事  

◆例会変更  

○川崎西ＲＣ  5 月 1 日 (金 )休会  

〇川崎大師ＲＣ  4 月 29 日 (水 )と 5 月 6 日 (水 )休会  
   

【出席委員会】       佐々木範行  委員  

例会数  会員  出席  欠席  修正  出席率  

1097 回  24 17 7 0 70.8％  

1096 回  24 24 4 4 100％  

1095 回  24 22 5 3 91.7％  

  

【ニコニコ委員会】      森  啓伊  委員  

 第 1097 回 (件数 ) 合  計  

ニコニコ     17 件  ￥ 17,000 
 

●当クラブ  

◇梅澤会長【桜満開です】                   

◇梶幹事  【中国大連に行ってきました】  

◇碓井会員【当家の庭にもすだれ桜がお見事に  

咲きました】  

◇佐藤会員【志村さん 車に乗せて頂きありがとう】  

◇鈴木昭弘会員【地区協にご協力頂きありがとう  

ございました】  

◇長瀬会員【昨日、孫たちと麻生川で花見をして
いたらマリリンに会いました】  

◇青戸会員◇臼井会員◇宇津木会員  

◇佐々木会員◇志村会員◇鈴木憲治会員  

◇鈴木眞一会員◇鈴木豊成会員◇森茂則会員  

◇森啓伊会員◇雪井会員      

    以上、ご協力ありがとうございました。 
   

【ロータリー財団】      臼井  勉  委員長  

 1097 回（件数）  合   計  

Ｒ財団 . 3 件  ¥35,400 

◇梅澤会長【桜満開です】  

◇鈴木憲治会員【麻生川の桜まつりイベント  

良い天気に恵まれ無事終わりました】  

◇鈴木昭弘会員【麻生川桜まつりイベント  

 盛会に終わりました！】  

【米山記念奨学金】      鈴木  憲治  委員長  

 1097 回（件数） 合計  

米山記念奨学  2 件  ¥30,000 

◇梅澤会長【あと２カ月頑張りましょう」  

◇鈴木憲治会員  

【今月より韓国からの米山記念奨学生、孫 (ソン)君が

配属されます。宜しくお願いします。】  
  

【プログラム委員会】     佐藤忠博  委員長  

４月のプログラム 

 4/10 社会奉仕 ,ゴミ拾い  詳細は担当者より  

 4/17「卓話」元歌舞伎座  金田副支配人にお願いし 

ている。 

 4/24「夜会」場所は後程ご連絡します。  
 

【社会奉仕委員会】          森  啓伊  委員長  

来週 4 月 10 日、麻生川の清掃奉仕を行ないます 

ので宜しく。昨年と同じ範囲です。ジャンパー着用  

でお願いします。  
 

【次年度方針について】     鈴木豊成  会長エレクト  

・ＫＲラビンドランＲＩ会長 (2015～16)のテーマ  

・「世界へのプレゼントになろう」についての話  

そして箕田敏彦次年度 (2015～16)国際ロータリー

2590 地区ガバナーのスローガン「ロータリーの原点と

その心を大切に」の 7 項目について話をされ、当クラ

ブとしての方針「趣力あるクラブを目指そう」  

①全員参加の地域密着型の奉仕活動の実施  

②親睦「会員家族が楽しめる企画」の実施  

③地域活動により広報宣伝を広め会員増強につなぐ  

④楽しく温かい例会を心がけ出席率向上に努める       

⑤各委員会への協力を全員で行なう  

⑥各委員会は五人組を活用しアイデア等を収める  

⑦米山奨学事業、ロータリー財団へのお願いと理解  

を深める  

⑧東北支援活動を継続  

⑨当クラブの会報「柿」を会員増強でより甘い柿に成

熟させ地域貢献に力を入れより趣力有るクラブに努

める。 

 

 

 

 
【四つのテスト】        長瀬敏之  会員  
 
【点   鐘】         梅澤  馨  会長  
 
【会報委員会】           文責：志村幸男  



 

 

 

2015～2016 年度 

地区研修・協議会 
2015年 3月 29日（日） 

会場：聖光学園中学校・高等学校 

 
 

 

写真撮影・提供 ： 大野 勉 会員 

（右）鈴木豊成 次年度会長、（左）鈴木昭弘 次年度幹事 


