
第１１５９回例会 ８月１９日（金）納 涼 会           琴平神社 

第１１６０回例会 ８月２６日（金）ガバナー補佐訪問・クラブ協議会 ホテルモリノ 

第１１６１回例会 ９月  ２日（金）理事役員会③          ホテルモリノ 

 

 

 

【点 鐘】              志村 幸男 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【ソング】              宇津木 茂夫 SAA  委員 

国歌『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】        志村 幸男 会長 

  ◆米山奨学生  李奕
い

萱
しん

さん 

 

 

 

 

 

 

 

【会員誕生日】【奥様誕生日】   鈴木 昭弘 親睦委員長 

【会員誕生日】  鈴木 眞一 会員   梶 俊夫 会員   

宇津木 茂夫 会員    藤本 隆 会員 

【奥様誕生日】 鈴木礼子様（鈴木憲治夫人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第２回理事・役員会報告】          志村 幸男 会長 

１．２０１５－16年度決算報告について 

鈴木豊成前年度会長よりクラブの収支について報告。〈承認〉 

２．ガバナー補佐の件 

当クラブとしては次年度ガバナー補佐に該当する人がいな

い。その旨、志村会長より鈴木文夫ガバナー補佐へ報告

〈承認〉 

３．パスト会長会の経費について 

7 月 29 日に開く。公式の会なので経費の半額をクラブで負

担する。〈承認〉 

４．地区大会関連 

地区大会は 11月 11日、12日に開催。コ・ホストクラブとして関

連のゴルフ大会、その他の世話役に数名の会員があたる。 

５．納涼会の件 

鈴木昭弘親睦委員長より 8月 19 日の内容報告。参加者約

5０名になる予定。会員会費 3000円、家族 2000円 

６青少年委員会による支援の件 

  ８月２８日に麻生区少年野球連盟へ一万円とトンボ２本（親

松会員より）を贈る。(承認) 

 

 

 

 

 

 

第 1158回 例会記録 平成 28 年８月５日（金） S.A.A 委員長 鈴木 眞一 

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：044-951-1322 

［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：044-951-1322 

［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：044-951-1322 0R 移動例会 

 

 

 

 
左より梶会員、鈴木眞一会員、宇津木会員、藤本会員、鈴木憲治会員 

 

会員誕生日の挨拶をする鈴木眞一会員 



【会長報告】            志村 幸男 会長 

１． ガバナー事務所より 

① 職業奉仕委員長会議の案内 

８月２３日（火）１５：００～１７：００ メノワールプラザ 

・青戸委員長出席 

② 米山奨学委員長会議の案内 

８月２５日（木）１５：～１７：００メモワールプラザ 

・梅澤委員長（代理 鈴木憲治会員出席） 

③ 地区Ｒ財団セミナー開催の案内 

９月１２日（月）１５：～１７：３０メモワールプラザ 

・佐藤委員長出席 

④ 地区大会「大会展示」参加のお願い 

展示日 １１月１２日（土）地区大会会場  期限9/9 

・全クラブ参加のこと 

２． Ｒ米山記念奨学会より 李さんへ奨学生証明書が届く。  

３． ガバナー月信担当 地区副幹事より 各クラブデータの

確認願いが送られる  

４． 地区Ｒ財団委員長より「財団補助金ハンドブック」送付の

お知らせが届く 

５ 川崎西北ＲＣ 地区大会委員長より「ポリオ撲滅チャリテイ

ーゴルフ大会」の案内 

  １０月１８日（火）８：００～ よみうりゴルフ倶楽部にて  

参加費１１０００円  申込締切 ９月２０日 

  ※各クラブ５名位の委員を選出、９月初旬に打ち合わせ会

を開催の予定 

６ 川崎百合丘ＲＣより 第三グループ人頭分担金のお知らせ 

※ ８月末まで ４０００円×会員数 

７ 川崎西北ＲＣより メールアドレス変更のお知らせ 

  新アドレス seihoku@xsj.biglobe.ne.jp 

８ 川崎美化運動実施 麻生地区より 第３７回市内統一美化

運動の実施のお知らせ ９月２５日（日）９：～１２：００ 

９ 麻生観光協会より 平成２８年度麻生観光写真コンクール

作品募集の案内 募集期間 ８/１～１/３１ 

１０ 「Ｋirara@アートしんゆり２０１６」協賛の案内 イルミネーシ

ョン（協賛金のお願い依頼） 

１１ 第６６回「社会を明るくする運動」麻生区推進委員会より 

寄付の依頼 

１２ 川崎高津ＲＣより 納涼会の案内 ８/２５（木）１８：～ホテ

ルＫＳＰ ※出席連絡は８/１８まで   

【幹事報告】              臼井 勉 幹事 

◆例会変更  

〇川崎中RC 〇川崎大師RC 〇横浜あざみRC 

◆会報着    

〇川崎北RC 〇川崎中原RC 〇川崎中RC 

◆他クラブより活動計画が届く   

〇川崎北RC 〇川崎中原RC 

【出席委員会】           雪井 洋子 委員長 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1158回 25 24 １  96％ 

1157回 25 20 5 5 100％ 

1156回 25 22 3 3 100％ 

【ニコニコ委員会】          梶 俊夫 委員長 

 第 1158回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    23件 ￥23,000 

●会員 

◇志村幸男会長  【暑中お見舞い申し上げます】 

◇臼井勉幹事  【同上】 

◇梶俊夫会員  【初孫昨日生まれましたジイジイになりました】 

◇鈴木昭弘会員 【溶けそうな暑さです】 

◇鈴木憲治会員  【暑中お見舞い申し上げます。家内に誕生

日の花ありがとうございました】 

◇長瀬敏之会員 【夏らしくなりましたね！】 

◇青戸慶太会員 ◇碓井美枝子会員 ◇宇津木茂夫会 

◇梅澤 馨会員 ◇老沼 純会員 ◇親松 明会員 

◇川崎航会員 ◇佐々木範行会員 ◇鈴木眞一会員 

◇鈴木豊成会員 ◇花輪孝一会員 ◇藤本 隆会員 

◇森 茂則会員 ◇森 啓伊会員 ◇山下俊也会員 

◇雪井洋子会員 ◇蓬田 忠会員 

     以上、ご協力ありがとうございました。 

【ロータリー財団委員会】      佐藤 忠博 委員長 

 第 1158回(件数) 合 計 

Ｒ . 財 団    2件 ￥36000 

◇鈴木憲治会員【暑中お見舞い申し上げます。家内の誕生日

にお花を頂きありがとうございました】 

◇梅澤 馨会員【オリンピックが始まりますネ】 

                     ご協力有難うございました。 

【米山記念奨学委員会】        梅澤 馨 委員長 

 1158回（件数） 合計 

米山記念奨学 4件 ¥50,000 

◇鈴木憲治会員【暑中お見舞い申しあげます。家内に〇 

〇歳のお花をいただきありがとうございました】 

◇志村幸男会員【大変暑くなりました。熱中症に注意して

下さい】 

◇梅澤 馨会員【毎日暑いですね】 

◇鈴木昭弘会員 【夏本番！暑いですね！】 

             ご協力有難うございました。 

 

 

mailto:seihoku@xsj.biglobe.ne.jp


【出席率100％表彰】   親松 明 前年度出席委員長 

  

 

 

             

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〈前年度出席率 100％の会員〉 

左より 梅澤馨会員、親松明会員、鈴木眞一会員、鈴木憲治会員、

鈴木豊成会員、鈴木昭弘会員、（もう一名 大野勉会員は欠席）     

 

 

 

【四つのテスト】             佐藤 忠博 会員 

【点  鐘】             志村 幸男 会長 

【会報委員会】             文責：梅澤 馨 委員 

 

 

 

 

 

〈志村今年度会長より 

バッジ授与〉 

おめでとうございます！ 


