
第 1110回例会 ７月１０日（金） 就任挨拶 職業・社会・国際・青少年奉仕各委員長 ホテルモリノ 

第 1111回例会 ７月１７日（金） 地区拡大増強セミナー報告、マリリン卓話予定   ホテルモリノ 

第 1112回例会 ７月２４日（金） 招聘卓話 麻生警察署長 三鬼 洋二様       ホテルモリノ 

 

 

 

【ガベル引継】 

 梅澤馨前会長から鈴木豊成会長へ、ガベルの引き渡しが行

われました。 

つづいて、鈴木豊成会長から梅澤馨前会長へ、労をねぎらう

花束の進呈が行われました。また、梶俊夫前幹事にも鈴木昭

弘幹事から花束が贈られました。 

 「一年間、お疲れ様でした」 

【点 鐘】              鈴木 豊成 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【ソング】              森 啓伊 SAA委員長 

国歌『君が代』 

ロータリーソング『奉仕の理想』 

【会員誕生日】【奥様誕生日】   鈴木 眞一 親睦委員長 

  【会員】７月はなし 

【奥様】花輪 佳子様（花輪 孝一夫人）７月 18日生 

【ゲスト・ビジター紹介】           鈴木 豊成 会長 

米山奨学生 孫世薫 君 ※７月３日生（当日賞） 

【第 1回理事・役員会報告】          鈴木 豊成 会長 

１．活動計画書と、予算承認の件 〈承認〉 

２．７月 31日の移動例会の件 

  クラブ奉仕委員長担当、夜間例会となる。来週決定〈承認〉 

３．プログラム委員長より 

９月 11日、麻生消防署にて市民救命士養成講座の件。 

講習時間３時間、１カ月前に指名登録。講習終了者には  

免状あり。 12：30 例会、13：30～講習、社会奉仕活動の

一つとして受け入れてほしい。〈承認〉 

 

 

 

 

 

 

4. その他 

  ＊来日学生のホストファミリーへ感謝状、またマリリンへ終了

証。終了証は 17日の例会でマリリンへ渡す。〈承認〉 

＊親睦委員は、第一例会で同じテーブルに着く。〈承認〉 

【会長報告】             鈴木 豊成 会長 

１．大野清一前ガバナーより、任務終了に際しお礼状が届く。 

２．ガバナー公式訪問のタイムスケジュール変更のお知らせ。 

 ◆11：00頃到着、◆11：15～11：30ガバナー補佐と打合せ、 

 ◆11：30～12：10会長幹事他と懇談 

３．ガバナー事務所より  

①クラブ研修・広報セミナーの案内 

8月 3日(月)15：00～17：00セミナー、その後懇親会 

  メモワールプラザソシア  ※７/24までに登録 

②『麻薬・覚せい剤乱用防止センター』ポスター、ちらしなど

が送られる。 

③ＹＥ受入学生修了証書とホストファミリー感謝状（３通）が

送られる。(志村幸男会員・梅澤馨会員・鈴木豊成会員) 

④日韓親善会議の案内  

9月 4日(金)会議 14：00～18：00 晩餐会 18：30～ 

プリンスホテル新高輪  ※７/20 までに申し込み   

４．川崎市『社会を明るくする運動』推進委員会より 

報告書及び寄付依頼が届く。 

５. ＮＰＯ法人「かものはしプロジェクト（売られるこどもをなくす

活動）」より 

活動報告と「こどもが売られる問題」についての卓話依頼 

６．麻生区長連合会より 前期会長退任と新会長就任の挨拶

状が送られる。 

７．ロータリーの友より 電子版をご覧になりたい方、 

ＩＤとパスワードをお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

第 1109回 例会記録 平成 27 年 7月 3日（金） S.A.A 委員長 森 啓伊 

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 

 



【幹事報告】             鈴木 昭弘 幹事 

◆他クラブの次年度 理事役員のお知らせが届く。 

 ◎川崎高津南ＲＣ  ◎川崎中ＲＣ 

◆他クラブの次年度 活動計画書が届く。 

 ◎川崎高津南ＲＣ 

◆例会変更 

 ◎川崎高津ＲＣ 

◇７月 23日（木）⇒26日（日）移動例会 12：00～ 

高津区民祭にて東日本大震災の募金活動 

◇７月 30日（木）休会  ◇8月 1３日（木）休会 

◎川崎中原ＲＣ 

◇７月 9日（木）⇒昼食会に変更 12：30点鐘 

ホテル精養軒 

◇７月 30日（木）休会  ◇8月 1３日（木）休会 

◎川崎大師ＲＣ 

◇７月 29日（水）18：00～  暑気払い移動例会 

「韓の台所」新川通店 

 

【出席委員会】            親松 明 委員長 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1109回 26 21 5  80.8％ 

1108回 26 20 6 3 88.5％ 

1107回 26 22 4 1 88.5％ 
  

【ニコニコ委員会】           尾作 弘 委員長 

 第 1109回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    20件 ￥20,000 
 

●当クラブ 

◇鈴木豊成会長【１年間、幹事ともども宜しくお願いします】                  

◇鈴木昭弘幹事【１年間がんばります！宜しくお願い 

致します！】 

◇碓井美枝子会員【会長幹事、１年間宜しくお願いします】            

◇梅澤 馨会員【Ｗ鈴木、頑張って下さい】 

◇大野 勉会員【第 24 代鈴木豊成会長、鈴木昭弘幹事、 

よろしく】 

◇尾作 弘会員【会長幹事 １年間よろしく】 

◇梶 俊夫会員【会長・幹事 １年間宜しくです】 

◇志村幸男会員【新会長、幹事宜しく】 

◇鈴木憲治会員 ◇鈴木眞一会員【同上】 

◇長瀬敏之会員【鈴木豊成会長、鈴木昭弘幹事 １年間頑

張って下さい】 

◇山下俊也会員【鈴木会長、幹事一年間よろしくお願いし

ます】 

◇青戸慶太会員 ◇臼井 勉会員 ◇宇津木茂夫会員 

◇親松 明会員 ◇川崎 航会員 ◇佐々木範行会員 

◇森 啓伊会員 ◇蓬田 忠会員 

    以上、ご協力ありがとうございました。 

【ロータリー財団】        碓井 美枝子 委員長 

 1109回（件数） 合  計 

Ｒ.財団. ４件 ¥49,600 

◇鈴木豊成会員【一年間宜しくお願いします】 

◇鈴木昭弘会員【１年間宜しくお願いします！】 

◇鈴木憲治会員【新年度を祝して】 

◇梅澤 馨会員 
    

【米山記念奨学】       鈴木 憲治 国際奉仕委員長 

 1109回（件数） 合計 

米山記念奨学 ６件 ¥70,000 

◇鈴木豊成会員【一年間宜しくお願いします】 

◇鈴木昭弘会員【１年間宜しくお願いします！】 

◇鈴木憲治会員【新年度を祝して】 

◇梅澤 馨会員【ダブル鈴木を祝して】 

◇臼井 勉会員【係りの方 宜しくお願いします】 

◇親松 明会員 
    

【プログラム委員会】        長瀬 敏之 委員長 

７月・６月は全てホテルモリノにて例会 

７月 17日、マリリン卓話予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【四つのテスト】             梶 俊夫 会員 

【点  鐘】             鈴木 豊成 会長 

【会報委員会】               文責：蓬田 忠 

 

 

 

鈴木豊成会長 

新旧 会長・幹事 

新年度 第一例会出席者全員でパチリ！ 


