
 

 
 

 
 

【点 鐘】 梅澤 馨 会長 

【例会場】              ホテルモリノ 

【ソング】 君塚毅 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  

 ◇米山奨学生 孫 世薫君 ◇入会予定者 老沼純様 
    

    
米山奨学生 孫 世薫君に奨学金を贈呈 

   

【会員誕生日】         山下俊也親睦委員長 

 森茂則会員 山下俊也会員 鈴木豊成会員 

【奥様誕生日及び結婚記念日】         

 鈴木陽子様（鈴木豊成会員婦人）蓬田文香様（蓬田忠 

会員婦人） 佐々木範行会員 
    

 
  

 

 

 

 

【第 11回理事役員会 報告】      梅澤  馨 会長 

１．新旧ガバナー補佐来訪 

   5月 15日の例会に来訪。会場をホテルモリノに変更

済み 

２．ネパール地震被害の件 

1人 1,000円×25名を特別会計より送金する。 

３．会長幹事ご苦労様会（詳細） 

5月 24日～25日 宿泊は 25,000円 

   ゴルフ参加の方は 37,000円 

４．予算案について 

   鈴木憲治会員より詳細あり。 

５．次年度例会プログラムについて 

    長瀬敏之会員より詳細あり。 

６．5月 29日の例会（夜会）ついて 

７．6月の会長幹事会について 

    6月 10日㈬に新旧合同の会長幹事会が開かれる。 

８．ブルーベリー狩 

   6月 19日 長瀬会員のブルーベリー畑に、社会福祉 

法人セイワゆりのき保育園の園児 30 名が招待される。 
    

【会長報告】              梅澤 馨会長 

１．ガバナー事務所より 

   ①来日学生修了証書授与式と歓送会のお知らせ 

6月 27日㈯14：00～ サンピアンかわさき 

   ②ネパール地震災害地への義捐金協力依頼 

    会員一人当たり 1,000円以上 ※5/25まで 

２．麻生防犯協会より 

      ①麻生警察署長歓送迎会のお知らせ 

   5 月 18 日㈪18：00～ホテルモリノ 

   ②平成 27年度通常総会と懇親会の案内 

   5月 25日㈪15：30～受付 麻生区役所 4階 

 

 

   ［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 1101 回 例会記録 平成 27 年 5 月 8  日（金） S.A.A 委員長 青戸  慶太 

第１１０２回例会 ５月１５日（金）新旧ガバナー補佐来訪          ホテルモリノ 

第１１０３回例会 ５月 24日㈰～25日㈪ 移動例会『会長幹事ご苦労様会』   石和温泉『かげつ』 

第１１０４回例会 ５月２９日（金）移動例会(夜会)            『笹子』 

 

 



３．新旧両ガバナーによる表敬訪問の予定 

  川崎麻生ＲＣは 5月 15日㈮ ホテルモリノにて 

４．川崎西北ＲＣより 

  合併のご挨拶 5月 14日㈬に第一例会を開催 

５．クラブ事務局員連絡会 開催のご案内 

   6月 16日㈫15：30～メモワールプラザ 

 ６．絵本プロデューサー小花（コハナ）氏より 

  養護施設などでのアニメ教室開催の協力依頼 

 ７．「ふるさと川崎まちづくり運動」斎藤会長より 

   総会講演会の案内 

   6月 6日㈯9：30～エポックなかはら 

   「アフリカの医療を中心とした現状について」 

【幹事報告】              梶 俊夫幹事 

 卓話案内 

 ○神奈川ＲＣ 

  ・5月 25日㈪点鐘 12：30 ﾎﾃﾙｷｬﾒﾛｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 

   清水良夫パストガバナー（横浜ＲＣ） 

   テーマ『ロータリー財団の活動』 

 ○川崎中原ＲＣ 

  ・5月 21日㈭点鐘 12：30 ｸｲｰﾝｱﾘｽｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾗｽ日吉   

   ドイツ公使参事官 経済科学部 

   シュテファン・グラープヘア氏 

   演題『日独経済関係』 

【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 1101 回 25 24 1 - 96.0％ 

第 1102 回 25 19 6 3 88.0％ 

第 1066 回 25 23 2 1 96.0％ 

 

【ニコニコ委員会】           親松委員長 
 

 第 1101 回（件数）

う）数） 

合   計 

ニコニコ 23 件 ￥23,000 

●当クラブ 

◇梅澤会長 【孫さん、老沼さんようこそ】 

◇梶 幹事 【23日神奈川テレビ見てネ ＡＭ9：00】 

◇碓井会員【久しぶりです。孫がようやく退院できました】  

◇親松会員【皆様お久しぶりです】 

◇川崎会員【あたたかく過ごしやすくなりました】 

◇鈴木昭弘会員【孫さん、老沼さんようこそ！】 

◇鈴木憲治会員【年齢をサバよみましてすみませんでした】

◇長瀬会員【暑いですね】 

 ◇青戸会員◇臼井会員◇宇津木会員◇大野会員 

 ◇君塚会員◇佐々木会員◇志村会員◇鈴木眞一会員 

 ◇鈴木豊成会員◇花輪会員◇森茂則会員◇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 1101 回（件数）           合   計 

Ｒ財団 2 件 ￥35,400 

  ◇梅澤 馨会員 ◇鈴木 憲治会員 

 

【米山記念奨学】          臼井 勉委員長 

 第 1101 回（件数） 合  計 

米山記念奨学 5 件 ￥60,000 

  ◇鈴木 憲治会員【孫君ようこそ】 

 ◇梅澤 馨会員 ◇臼井 勉会員 ◇親松 明会員 

 ◇佐々木範行会員 

【雑誌広報】             大野 勉委員長 

特集ページを良くお読みください！ 

【プログラム】           佐藤 忠博委員長 

次週は新旧ガバナー補佐来訪のため、ホテルモリノに変

更となります。29日は夜間移動例会になります。 

【会長幹事ご苦労様会】     鈴木 昭弘次年度幹事 

 5月 24日～25日  場所 石和温泉『かげつ』 

参加費 宿泊のみ 25,000円 ゴルフ込 37,000円 

当日参加のみの方は 13,500円 

 車割については別紙を参照ください。 

 
    

 
    

【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：鈴木昭弘 


