
 

 
 

 
 

【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 

ロータリーソング「それでこそロータリー」 

【ゲスト・ビジター紹介】 梅澤  馨 会長  

  川崎ＲＣ 白井勇様 

  本日入会者 老沼 純様 

  クラブ見学者 三宅様 

【入会式】              梅澤 馨 会長 

  本日入会の老沼純様。推薦者である花輪会員より紹介 

あり、会長よりピンバッチの装着と用品一式の贈呈が 

行われました。 

【自己紹介】尾作会員の遺志をついで、本日入会の運びと

なりました。若輩者ではございますが、どうぞよろしく

お願いいたします。 
     

【会長報告】 梅澤 馨 会長 

１．麻生消防団 30周年記念式典及び祝賀会の案内 

  7月 5日㈰ 式典 9：30受付 昭和音大ﾃｱﾄﾙｼﾞｰﾘｵ 

        祝賀会 12：30受付 ホテルモリノ 

２．ガバナー事務所より 

  7月 4日㈯に行われる次年度の派遣学生壮行会に、 

  今年度の来日学生も参加してほしいとの案内。 

３．高津南ＲＣより、7月 10日の当クラブ例会に 

  会長幹事が訪問されます。 

４．しんゆり芸術祭実行委員会より、6月 8日の実行 

委員会資料が届く。 

５．次回例会ブルーベリー狩りに、孫君とマリリンが 

参加します。 

６．ロータリー米山記念奨学会より、梅澤会長と鈴木 

憲治会員へメジャードナーの功労賞が贈られる。 
    
【幹事報告】 梶 俊夫 幹事 

例会変更 

○川崎中原ＲＣ ・6月 25日㈭ファイナル例会 

         点鐘 18：30 「鎌倉屋 玉川店」 

○横浜あざみＲＣ ・6月 24日㈬最終移動例会  

点鐘 12：30たまプラーザ「美吉野」 
 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1106 回 例会記録 平成 27 年 6 月 12  日（金） S.A.A 委員長 青戸  慶太 

 

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

第１１０８回例会 ６月２６日（金）最終例会             ホテルモリノ 

第１１０９回例会 ７月 ３日（金）理事役員会・就任挨拶       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 

 



【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 1106 回 25 20 5 - 80.0％ 

第 1105 回 25 20 5 2 88.0％ 

第 1104 回 25 18 7 3 84.0％ 

 

【ニコニコ委員会】            親松委員長 
 

 第 1106 回（件数） 合   計 

ニコニコ 20 件 ￥20,000 

●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。】 

●当クラブ 

◇梅澤会長 【老沼さん 入会おめでとうございます】 

◇梶 幹事 【同 上】◇青戸会員【ごぶさたしました】 

◇鈴木昭弘会員【老沼様 宜しくお願いします】 

◇鈴木憲治会員【同 上】 ◇鈴木眞一会員【同 上】 

◇鈴木豊成会員【同 上】 

◇長瀬会員【ブルーベリー園 明日オープンです】 

  ◇臼井会員 ◇宇津木会員◇親松会員 ◇川崎会員 

   ◇佐々木会員 ◇佐藤会員◇志村会員◇花輪会員  

◇森啓伊会員◇雪井会員◇蓬田会員 

以上、ご協力有難うございました。 
    

【ロータリー財団】          鈴木憲治委員長 
 

 第 1107 回（件数） 合 計 

R財団 1 件 ￥11,800 

●当クラブ 

◇鈴木昭弘会員「老沼さん入会おめでとうございます！」 

    
退院された青戸会員へお見舞いを 

【一年を振り返って】          梅澤 馨会長 

今年度は(あ)明るく魅力あるクラブ、(さ)ささやかな奉仕

活動の積み重ね、(お)おもてなしの心を会長方針に掲げて

参りました。 

会員皆様のご協力によりまして、自己評価では８０％の達

成が出来たと思っております。出席率平均９０％以上、会

員増強は 1 名増となりました。皆様には感謝申しあげます。 

それでは月別に報告します。 

 

7月 2日 4 ロータリー合同ゴルフ親睦会開催 

4日中村かバナー補佐の表敬訪問 他クラブへの訪問 

   25日中村ガバナー補佐クラブ協議会 

8月 8日大野ガバナー公式訪問 

 13日青少年交換学生マリリンが来日しました。 

    29日 家族納涼会をホテルモリノにて行いました。 

9月 青少年交換学生マリリン桐光学園に入学 

10月 1日 尾作均会員 58歳でご逝去されました。 

   14日～15日 職業奉仕活動伊勢神宮初穂曳き 

  27 日 今年で 3 年目となるベトナムフェ大学へ日本語教科

書を鈴木憲治国際奉仕委員長に持参して頂きました。 

    31日 宇津木会員の入会懇親会と鈴木眞一会員誕生日 

    当日賞をシノワーズにて行いました。 

11月 7日～8日 地区大会がパシフィコ横浜で開催 

12月 5日 年次総会無事可決しました。 

    12日 社会奉仕活動 新百合ヶ丘駅周辺の清掃活動 

     19日 ホテルモリノにてクリスマス家族会 

1月 9日 新年例会(夜会)とん鈴にて 

2月 18日 合同 IMがソリッドスクエアにて 

    20日 創立記念例会を旭寿司にて行いました。 

3月 ロータリーの友 3月号に明治神宮初穂曳きの記事が 

   掲載されました。 

4月 10日 川崎航様の入会式 

          社会奉仕活動 麻生川の清掃活動 

    24日 川崎新会員の歓迎会、他誕生日当日賞の会員 

         と米山奨学生孫君の歓迎会を行いました。 

5月 15日 現・次年度ガバナー補佐表敬訪問 

    24日～25日 会長幹事お疲れ様会 石和かげつにて 

最後に会員皆様のご協力一年間ありがとうございました。心より

感謝申し上げます。特に鈴木憲治会員には色々ご指導いただ

き有難うございました。次年度鈴木豊成会長にバトンタッチさ

せて頂きます。 

 

【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 
 


