
第１１４６回例会  ４月２２日(金)   会員ショート卓話     百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第１１４７回例会  ５月１５日(金)   理事役員会（新旧）   ホテルモリノ 

第１１４８回例会  ５月２２日(日)～２３日(月) 会長・幹事ご苦労さま会  グランエクシブ初島クラブ 

                          

 

 

【点 鐘】              鈴木 豊成 会長 

【例会場】         百合ヶ丘カントリー倶楽部 

【ソング】              鈴木 眞一  SAA委員 

ロータリーソング『我等の生業』 

【ゲスト・ビジター紹介】           鈴木 豊成 会長 

本日入会者 藤本 隆 様 

【入会式】              鈴木 豊成 会長 

本日入会の藤本隆様。鈴木憲治会員より紹介があり、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】藤本です。よろしくお願いいたします。４月

から正式に野村証券新百合ヶ丘支店に着任しました。その

前は札幌に２年、その前は大阪、北千住と営業統括を６年

続けておりました。 

あまりこの首都圏西部地域は土地勘がないので、これから

回りたいと思っています。 

家は千葉で通勤できないこともないのですが、少々遠いの

で単身赴任として柿生に住まわせていただくことになり

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

【会長報告】            鈴木 豊成 会長 

１． ガバナー事務所より  

拡大増強・退会防止セミナーの案内 

5 月 19 日（木）15：00～17：30 メモワールプラザソシア  

※5/10 までに出欠提出 

２． 日本事務局より 次年度会長幹事、委員長へ 

次年度の会員増強目標と寄付目標を設定し、クラブ

データに入力してください、とのお知らせ 

３． R米山記念奨学会より ハイライト米山 193号 がメールで

届く。 

４． しんゆり芸術祭実行委員会より 各種書類送付される。 

【幹事報告】             鈴木 昭弘 幹事 

例会変更   

◆川崎マリーン RC 

・6月 9日（木）～10日（金）一泊移動例会 

・6月 30日（木） 休会 

◆川崎中央 RC 

・6月 5日（日）～日 6日（月）一泊移動例会 天津小湊

温泉「宿 中屋」 

会報着   

◆新川崎 RC  第 1012 回（2/24）～第 1016 回（3/23） 

※5 月 17 日の百合丘 RC 歌舞伎観劇会の参加締切 

ご希望の方は本日中にお申込みください。 

※電話機の件 

現在使用している事務所の電話機が５月２０日にリース

終了となる。今後リース契約は終了とし、電話器を購入し

て使用することを検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

第 1145回 例会記録 平成 28 年 4月 15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 

 

 

 
（左）藤本隆新会員 （右）鈴木豊成会長 



【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 

1145回 24 20 4  83.3％ 

1144回 24 21 3 3 100.0％ 

1143回 24 19 5 5 100.0％ 
  

【ニコニコ委員会】     青戸 慶太 社会奉仕委員長 

 第 1145回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    20件 ￥20,000 

●当クラブ 

◇鈴木豊成会長【熊本で大きな地震がありました。皆様も気を

つけましょう】  

◇鈴木昭弘幹事【病院前のぼたん桜が咲き始めました！】 

◇梅澤 馨会員【間税会ゴルフで優勝しました】 

◇大野 勉会員【4/13 ニュー南総ゴルフで楽しめました】 

◇梶 俊夫会員【梅澤さん優勝おめでとうさんでした】 

◇志村 幸男会員【熊本地震お見舞い申し上げます】 

◇鈴木 憲治会員【熊本地震大変ですね！】 

◇長瀬 敏之員【あついですね】 

◇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 

◇佐藤 忠博会員 ◇鈴木眞一会員 ◇森 茂則会員 

◇森 啓伊会員  ◇雪井 洋子会員  ◇蓬田 忠会員 

以上、ありがとうございました。 

【創立２５周年記念行事について】  鈴木 憲治 会員 

 

 

 

 

 

 

〈概要〉１９９２年２月２１日に創立した当クラブは、２０１７年に２

５周年を迎えます。２０１２年には２０周年を迎えましたが、前年

に起きた東日本大震災のために式典及び記念事業等の計画

が見直しとなりました。しかし会員皆様の協力により「震災地へ

の復興支援」と「フェ外国語大学」及びフェ市内の「孤児院」へ

の国際奉仕を実施することができました。 

既に、創立２５周年行事の日程も決定しておりますので実行委

員会を立ち上げ、会員各位の協力でスタートしたいと思ってい

ます。 

◆パスト会長会の開催（２０１６年４月９日志村会長エレクトの自

宅にて）創立２５周年行事の骨格と実行委員会の組織づくり

を検討いたしました。 

※クラブ内に創立２５周年実行委員会を組織する。 

１．創立２５周年記念例会（式典・祝賀会）について 

日  時 ： ２０１７年２月２４日（金） 

場  所 ： ホテルモリノ 

２．予算について 

３．内容について 

・記念例会形式 （式典/懇親会） ＊記念講演について  

＊余興について ＊その他 

４．招待者および参加者 

５．記念事業（寄付事業） 

・米山記念奨学会 ・ロータリー財団 ・その他 

６．その他 

  ・表彰状および感謝状 ・記念品 

◆２５周年実行委員会（案） 

実行委員長  蓬田 忠、  他に 志村 幸男、臼井 勉 

総務委員長  山下 俊也 

式典委員長  鈴木 憲治 

祝宴委員長  大野 勉   その他委員会 

【会長・幹事ご苦労さま会の件】  臼井 勉 次年度幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長・幹事ご苦労さま会の詳細が決定しました。 

  日   時  平成２８年５月２３日（日）～２４日（月） 

  場   所  エクシブ初島クラブ 

静岡県熱海市初島 800番地 

  集合場所  熱海港 １３時３０分（時間厳守） 

           初島行定期船 １４時１０分発 

⇒初島港（約 25分）⇒シャトルバス（約 5分）⇒エクシブ初島ク

ラブ⇒エクシブ会議室にて点呼 18：00⇒同会場にて会長・幹

事ご苦労様会 

翌日、朝食は各自（7：30～） ※ゴルフ組は 7：00～ 

◎出欠は 4 月 22日までに次期幹事迄ご連絡願います。 

「川崎麻生ＲＣゴルフコンペ」の案内 

会長・幹事ご苦労さま会の後、翌日に開催いたします。 

  日にち ５月２３日（月） ※定期船は 8：00発 

  場 所 西熱海ゴルフクラブ ※１０：００スタート 

 

【四つのテスト】          臼井 勉 会員 

【点  鐘】            鈴木 豊成 会長 

【会報委員会】            文責：宇津木 茂夫 

 

 


