
 

 

【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 

   ◇『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 さん  

（奨学金授与） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 12回新旧理事役員会報告】      梅澤 馨 会長 

１．新入会者の入会式の件  6月 12日の予定 

２．次年度例会プログラムについて 

  7 月、6 月は来訪者が多いため、例会場をホテルモリ

ノにする 

３．次年度納涼会の件 鈴木眞一次年度親睦委員会より 

４．会長幹事ご苦労様会の収支 

鈴木昭弘次年度幹事より発表 

５．5月 29日移動例会の収支 

  山下親睦委員長より発表。不足金は親睦予算より出す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．6月 19日のブルーベリー狩りについて 

  森啓伊社会奉仕委員長より発表。農園に近い焼肉「ま

つば」にて 12:00より例会。 

７．青戸会員骨折入院   クラブより見舞金１万円。 

 

【会長報告】              梅澤 馨 会長 

１．例会会場変更の件 

  次年度はじめの７月と最後の６月は４週ともホテル

モリノを使用する予定。 

２．芸術の街研究会より  

「文化の風コンサート」協力のお願い 

当クラブの名前を協力団体として使用の件 

 秋コンサート 2015年 9月 26日（土）14:00開演 

麻生市民ホール 

３．社会を明るくする運動 推進委員会より委員会開催 

のお知らせ 

  6月 17日（水）14:30～ 区役所４Ｆ会議室 

 

【幹事報告】         鈴木 昭弘 次年度幹事 

例会変更 

〇川崎とどろきＲＣ 

・6 月 29 日（月）夜間移動例会に変更 点鐘 18:00 

  加賀料理「杉の家 やまぐち」新丸子駅 

〇川崎中ＲＣ 

・6 月 23 日（火）夜間例会に変更（期末全員クラブ協議

会）点鐘 17:30 ホテル精養軒 

その他 

〇インターアクトクラブ海外研修報告が届く 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1105回 例会記録 平成 27 年 6月 5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１１０６回例会 ６月１２日（金）会長卓話「１年を振り返って」     ホテルモリノ 

第１１０７回例会 ６月１９日（金）社会奉仕委員会 ブルーベリー狩り 片平「さるだベリー農園」 

第１１０８回例会 ６月２６日（金）クラブ協議会                    ホテルモリノ 

［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 

 

 

 

雪井会員へ新会員紹介者として 

RIから贈られたバッジの授与 

 



【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 1105回 25 18 7 0 80％ 

第 1104回 25 21  7 3 84％ 

第 1103回 25 24 4 3 96％ 
 

【ニコニコ委員会】            親松 委員長 

 第 1105回（件数） 合  計 

ニコニコ 19件 ¥19,000 
    
◇梅澤会長【あと 1 カ月頑張ります】                  

◇臼井会員【今日も総会です】 

◇志村会員【柿生の里展やっています。宜しく】 

◇鈴木憲治会員【臼井様 長年、青色申告会の会長お疲れ

様でした】 

◇長瀬会員【バラ銭ですいません】 

◇碓井会員◇宇津木会員◇大野会員◇親松会員 

◇川崎会員◇君塚会員◇佐々木会員◇鈴木昭弘会員 

◇鈴木眞一会員◇鈴木豊茂会員◇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 1105回(件数) 合  計 

Ｒ財団 1件 ¥11,800 

◇梅澤 馨会員 
   

【米山記念奨学】          臼井 勉 委員長 

 第 1105回(件数) 合  計 

米山記念奨学 3件 ¥30,000 

◇鈴木憲治会員 ◇梅澤馨会員 ◇蓬田忠会員 
   

【プログラム委員会】       佐藤 忠博 委員長 

6月 12日は、会長の 1年を振り返っての報告 

6月 19日はブルーベリー狩り 

【社会奉仕委員会】         森 啓伊 委員長 

・6月 19日のブルーベリー狩りの説明 

 社会福祉法人セイワ麻生ゆりのき保育園の先生 2，3名

と園児 17名を招待 

【雑誌広報委員会】         大野 勉 委員長 

・ロータリー親睦活動月間の件 

・川崎 RC創立 25周年記念の記事が掲載されている 

・川崎南 RC創立 55周年記念の記事が掲載されている 

・当クラブ出席率 94％の事も掲載されている 
   

「夢を叶えるために」     米山奨学生 孫世薫さん 

皆さんこんにちは。韓国から参りました、ソンセフンと申します。 

日本には、2013年 1月に来て、1年間日本語学校に通って 

2014年から昭和音楽大学大学院の修士課程でアートマネー

ジメントを専攻しています。 

日本に来る前には、ポピュラー 

音楽をやっていました。 

簡単に言えば、アルバムの曲作 

りと自分の公演をしたりしていろ 

いろな音楽の仕事をやりました。 

しかし、プレーヤーより制作のこ 

とに興味があったので、音楽の 

仕事をやめました。韓国の大学を卒業する前に留学を決心し

ました。実はその時、大学の先生からアメリカやイギリスの留学

を勧められました。 

私もアメリカへ行こうかと考えましたが、しかし、学校の授業で

日本の劇団‘四季’のことについて学んで心がゆれました。アメ

リカやイギリスで多くの人たちが学んできた知識も重要ですが、

東アジアだけの公演文化を構築してみたかったのです。 

韓国の公演文化も、アメリカ化やヨーロッパ化していますけど、

自分まで同じような勉強をする必要はないと思いました。今も

その考えは変わっていません。 

韓国と日本、さらには東アジアならではの公演を作るのが夢で

す。ある程度の時間がかかり、成功と失敗を繰り返すかも知れ

ませんが、新しいジャンルの公演を作ってみたいです。 

夢を叶えるために頑張ります。発表は以上です。 

 

【慶弔規定の確定について】     鈴木 憲治 会員 

第 8条 死亡 

 （現）金品又は供物  （新）金品並びに供物 

現行（３）会員の父母、配偶者の父母（会員子女）の場合 

        10,000円を基準とする金品または供物 

（新）同居親族（会員の父母、配偶者の父母並びに 

会員子女）の場合 

        10,000円を基準とする金品並びに供物 

Ⅰ案（新）遠隔地在住の会員の父母の場合 

        10,000円を基準とする金品並びに供物 

Ⅱ案（新）遠隔地在住の会員の父母、配偶者の場合 

        10,000円を基準とする金品並びに供物 

＊金品並びに供物 

＊金品並びに供物と弔電 

＊金品並びに弔電 

平成 5年 7月 1日実施 

平成 13年 7月 1日実施 

平成 27年 6月 5日改定 

平成 27年 7月 1日実施 

 

【四つのテスト】         宇津木 茂夫 会員 
 
【点  鐘】             梅澤 馨 会長 
 
【会報委員会】             文責：志村 幸男 


