
第１１６２回例会 ９月 ９日（金）ガバナー公式訪問     ホテルモリノ 

第１１６３回例会 ９月１６日（金）委員長会議報告      百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第１１６４回例会 ９月２３日（金）セミナー報告       百合ヶ丘カントリー倶楽部 

 

 

 

【点 鐘】              志村 幸男 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【ソング】               鈴木 眞一 SAA 委員長 

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 

  ◆川崎ＲＣ  白井 勇 様 

◆米山奨学生  李奕
い

萱
しん

さん 

 

 

 

 

 

 

 

【会員誕生日】            鈴木 昭弘 親睦委員長 

【会員誕生日】  雪井 洋子 会員   佐々木 範行 会員   

鈴木 憲治 会員   長瀬 敏之 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ショートスピーチ】 

川崎ＲＣ 白井勇 様 

今年も 11月 14日～新百合ヶ 

丘駅前のイルミネーションが始 

まります。つきましては、その 10 

周年記念の協賛をお願いいた 

します。 

【第２回理事・役員会報告】          志村 幸男 会長 

１．新会員入会について 

鈴木豊成増強委員長より説明（鈴木憲治会員補足） 

来週ガバナー公式訪問の際、入会の運びとする。   〈承認〉 

２．納涼会収支について   鈴木昭弘親睦委員長より  

不足分 826円は麻生ボックスより捻出する。〈承認〉 

３．米山梅吉記念館の１００円募金について 

例年のように１名 100円として 2500円を寄付。〈承認〉 

４．地区大会青少年委員会について 

志村会長をメインに、鈴木憲治会員、鈴木昭弘会員を委員に。 

５．地区大会チャリティーゴルフの件 

志村会長、臼井幹事、大野会員、森茂則会員、森啓伊会

員、鈴木憲治会員が委員となる。 

６．地区大会パネルの件      活動内容の写真をメインに

パネル展示、タイトルを考える。(承認) 

７．グリーンハート吹奏楽団へのお祝い金について 

  1万円をお祝いとして差し上げる。(承認) 

８．決算時の余剰金（約 9900円）の取り扱いについて 

  余剰金へ入れて活用する。(承認) 

 

 

 

 

 

 

 

第 1161回 例会記録 平成 28 年 9月 2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 

 

 

 
左より雪井会員、鈴木憲治会員、長瀬会員 

 

 

白井 勇様（川崎ＲＣ） 

 

 

 奨学金を受ける李さん 

 



【会長報告】             志村 幸男 会長 

１． ガバナー事務所より  

①10月の米山月間について米山奨学委員長の卓話派遣を企

画依頼が届く。 

②11月のロータリー月間にあたり、卓話実施のお願いが届く。 

③社会奉仕委員長会議の案内 

 ９月２３日（金）15：00～17：30 メモワールプラザ 

④地区大会参加促進キャンペーンとして川崎西ＲＣの方が例

会に来訪されます。（期日後送） 

⑤第４回地区大会実行委員会の案内  

９月 14日（水）15：00～17：00 ホテルＫＳＰ 

２． 米山梅吉記念館より 

①賛助会費（年間一人 3000円）募集と 100円募金のお願い。 

②秋季例祭の案内 9月24日（土）14：00～ 米山梅吉記念館

ホール 

３． しんゆり芸術祭実行委員会より  実行委員就任と実行委

員会開催のお願い 

 ９月２３日（金）18：30～ 麻生区役所会議室 

４．8月 28日（日）に片平球場で行われた麻生区学童野球大

会に当クラブよりお祝い金とレーキを収めさせていただきま

した。 

５．ご身内の法事のため中国へ帰っていた李さんよりお土産の

中国茶を頂戴しました。 

※来週９月９日 ガバナー公式訪問に関しての確認 

○服装の件（紺のブレザーまたはジャケット、エンブレム、赤い 

ロータリーネクタイ 着用） 

○時間の件（ガバナーは 11：20に到着予定。役員はホテル入

口で出迎える。一般会員も早めに例会場へ入り、ガバナー

入場を出迎える。） 

【幹事報告】              臼井 勉 幹事 

○川崎中原 RC  

・9/8（木）早朝例会を昼例会に変更 12：00 点鐘 ・9/29

（木）夜間移動例会 18：30 点鐘 鈴や 武蔵中原店 ・10

月 27日（木）休会 

○川崎大師 RC  

・9/28（水）合同親睦夜間例会 18：30～ 川崎日航ホテル 

※韓国へ行ってこられた山下会員が前米山奨学生の孫君と

会い、孫君から韓国の焼酎２本をいただきました。 

【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 

1161回 25 18 7  72％ 

1160回 25 19 6 2 84％ 

1159回 25 21 4 2 92％ 

【ニコニコ委員会】         鈴木 豊成 委員 

 第 1161回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    19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。】 

●会員 

◇志村幸男会長【来週はガバナー公式訪問です。多くの方の 

出席をお願いします。】 

◇臼井 勉幹事 【同上】 

◇鈴木憲治会員【残暑お見舞い申し上げます。】 

◇長瀬敏之会員【お暑うございます】 

◇山下俊也会員【ソン君からお酒２本 お土産に頂いています】 

◇青戸慶太会員 ◇宇津木茂夫会 ◇梅澤 馨会員  

◇大野 勉会員 ◇親松 明会員 ◇川崎航会員  

◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木眞一会員 ◇鈴木豊成会員  

◇藤本 隆会員 ◇森 茂則会員 ◇森 啓伊会員  

◇雪井洋子会員     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】       梅澤 馨 委員 

 第 1161回(件数) 合 計 

Ｒ . 財 団 3件 ￥30,600 

◇臼井 勉幹事 ◇梅澤 馨会員 ◇鈴木 昭弘会員 

                     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 

 1161回（件数） 合計 

米山記念奨学 3件 ￥30,000 

◇志村幸男会長【いよいよ来週はガバナー公式訪問です】 

◇梅澤 馨会員  ◇森 啓伊会員  

             ご協力有難うございました。 

【親睦活動委員会】        鈴木 昭弘 委員長 

納涼会の収支を報告。支出￥204,826、収入￥204,000 

差額は、麻生ボックスより補いました。 

【Ｒ情報・雑誌広報】         長瀬 敏之 委員         

今月の「ロータリーの 

友」等の内容を紹介。 

誌面サイズが変わって 

Ａ4版になりました。 

 

 

【四つのテスト】            青戸 慶太 会員 

【点  鐘】             志村 幸男 会長 

【会報委員会】             文責：川崎 航 委員 


