
 

 

【点 鐘】                梅澤 馨 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【ソング】              君塚 毅 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 

◇白井 勇 様（川崎ＲＣ） 

◇今年度ガバナー補佐 中村 憲一 様（川崎西ＲＣ） 

◇次年度ガバナー補佐 鈴木 克明 様（川崎西ＲＣ） 

◇青少年交換学生              マリリンさん 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度ガバナー補佐 中村憲一様よりご挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

次年度ガバナー補佐 鈴木克明様よりご挨拶 

 

 

 

 

 

 

【第３グループ 会長幹事会報告】     梅澤 馨 会長 

５月１３日(水) 場所：ホテルモリノ「赤坂離宮」 

１．中村ガバナー補佐より 

 〇退会防止、増強のお願い  

〇ネパール地震災害 一人 1000 円以上の寄付のお願い 

２．川崎稲生 RC より 

 当クラブの 5 月 29 日の例会にて川崎西 RC の合併報告

をされる予定 

３．川崎高津 RC 

  ５月２８（木）３０周年記念行事に出席のお願い 

４．次回の新旧合同会長幹事会  

６月１０日(水)18:30～ホテル KSP にて 
   

【会長報告】              梅澤 馨 会長 

１．ガバナー事務局より 

 ①「ロータリーデー」実施報告書提出願が届く。 

 ② 2090地区青少年奉仕委員会より 

   2014-15年度「第 31回 RYLA記録誌」が届く。 

２．アルテリッカしんゆりより  

しんゆり芸術祭第５回実行委員会・懇親会開催のお

知らせ 

   6月 8日（月）17:30～18:15  

新百合２１ホール地下２階会議室 

３．川崎西北 RCより 

  川崎麻生 RCの 5月 29日(金)例会に会長・幹事がご挨

拶に来訪されます。 

４．ハイライトよねやま１８２号がメールで届いています。

今回はネパール地震災害のことを大きく取り上げて

います。転送ご希望の方はお知らせください。 

 

 

 

 

 

 

 

［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 1102回 例会記録 平成 27 年 5月 15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１１０３回例会 ５月 24日（日）～25日（月） 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（第５週例会）   「笹 子」 

第１１０５回例会 ６月 ５日（金） 会長の日（一年を振り返って）   ホテルモリノ 

 



５．川崎県立麻生養護学校後援会より  

平成 27年度総会の案内 

   5月 19日（火）10:00～11:30  

県立麻生養護学校 ２階 会議室 

 

【幹事報告】                  梶 俊夫 幹事 

例会変更 

〇川崎高津 RC 

・5月 14日（木）⇒16(土)移動例会に変更  

献血活動 溝野口駅前 9:00～16:00 

・5月 28日(木)創立 30 周年記念例会 ホテル KSP16:00～ 

・6月 4日(木)⇒7日(日)移動例会に変更 

 多摩川清掃活動 9:00～ 

〇川崎西北 RC 

・5月 14日(木)川崎西北 RC第一例会 点鐘 12:30 柏屋 

・5月 20日(水）移動例会 黄金井酒造見学～横浜中華街 

・5月 28日(木)昼例会 柏屋 

〇横浜あざみ RC 

・5月 27日(水)移動例会 点鐘 12:30  

あざみ野団地集会所 会議室 

 

【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 1102回 25 22 3 0 88％ 

第 1101回 25 24  1 1 100％ 

第 1100回 25 19 6 3 88％ 

 

【ニコニコ委員会】         親松 明 委員長 

 第 1102回（件数） 合   計 

ニ コ ニ コ    24件 ￥32,000 
    

●お客様   

◇ 川崎 RC  白井 勇様 

【いつもお世話になります。宜しくお願いします】 

◇川崎西 RC ガバナー補佐 中村 憲一様 

【本日は私の退任の挨拶と次年度のガバナー補佐の紹介 

にお伺いいたしました。よろしくお願い申し上げます】 

◇川崎西 RC 次期ガバナー補佐 鈴木 克明様 

【次年度ガバナー補佐の鈴木です。よろしくお願いします】 

●当クラブ 

◇梅澤会長 

【中村ガバナー補佐、鈴木次年度ガバナー補佐、ようこそ】                  

◇梶会員【同上】 

◇大野会員 

【新旧ガバナー補佐、よろしくおねがいします】 

◇鈴木昭弘会員【大野会員と同じ】 

◇鈴木憲治会員【新旧 G 補佐ようこそ！】 

◇鈴木眞一会員【会長と同じ】 

◇鈴木豊茂会員【同上】 

◇森茂則会員【平澤元会員にココナツオイルを渡してきま

した】 

◇蓬田会員【会長と同じ】 

◇青戸会員 ◇臼井会員 ◇宇津木会員 ◇親松会員 

◇川崎会員 ◇君塚会員 ◇佐々木会員 ◇志村会員 

◇長瀬会員 ◇花輪会員 ◇山下会員 ◇雪井会員 

       以上、ご協力ありがとうございました。 

 

【米山記念奨学】         臼井 勉 委員長 

 1102 回 （件数） 合計  

米山記念奨学  1 件  ¥10,000 

◇鈴木昭弘会員   

 

【親睦委員会】            山下 委員長 

5月 29日移動例会（夜会）の件  

点鐘 18:00 「笹子」にて   

 

【会長幹事ご苦労様会の件】   鈴木 昭弘  次年度幹事 

日にち 5月 24日(日)～25日（月） 

行 先  石和温泉「かげつ」 

 集 合 16：30（宿） 

 点 鐘 18：00 

 ※車数台に分乗、車割りが配られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


