
第１１６９回例会１１月１１日（金）・１２日（土）地区大会     横浜パシフィコ 

第１１７０回例会１１月１８日（金）招聘卓話(予定)        百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第１１７１回例会１１月２５日（金）社会奉仕委員会 清掃活動   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】             山下 俊也 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 

◆木村 良三 様（ご見学） 

【今月の誕生日・結婚記念日】    鈴木 昭弘 親睦委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

【夫人誕生日】 

大野 勉夫人 順子様  

  鈴木 眞一夫人 佐智子様 

  梅澤 馨夫人 恵子様 

【結婚記念日】 

青戸 慶太 会員  長瀬 敏之 会員 

花輪 孝一 会員  森 茂則 会員 

【入会式】                     志村 幸男 会長 

先月入会された中山隆弘会員の入会式が行われました。推

薦者の長瀬会員より紹介があり、志村会長よりロータリー

バッジ及び用品一式が贈呈されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈自己紹介〉 初めまして、中山隆弘です。近くのビル４階で

仲間 3名と共同で弁護士として法律事務所を開いております。

現在 30 歳、まだ若輩者でしてご迷惑をおかけするかもしれま

せんが、今後ともよろしくお願いいたします。 

【第 5回理事・役員会報告】          志村 幸男 会長 

１． 指名委員会（案）について 

鈴木豊成指名委員会長より次年度会長、幹事、会長エ

レクト、他、各奉仕委員長の案が発表。〈承認〉 

２． 地区大会応援について 

第２日目の青少年交換の登壇する青少年の紹介を手伝

うことになり、2、3名の会員にお願いしたい。〈承認〉 

ロータリー展では志村会長が出展、クラブ紹介パネルは

現在取りかかっている。 

３． クリスマス家族会について 

１２月１６日にホテルモリノで行う。規模,予算は例年通り 

４． 25週年イベント実行委員会の報告 

実行委員長代行として鈴木憲治会員が行う。 

12月中旬には案内状を出す。シンプルな形にする。 

 

 

 

 

 

 

 

第 1168回 例会記録 平成 28 年 11月 4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 

 

代表で挨拶する大野会員

左より梅澤会員、臼井会

員、佐藤会員、川崎会員 

 

 

 



５． 11月 25日の社会奉仕活動について 

百合ヶ丘カントリー倶楽部での例会後、新百合ヶ丘駅ま

で移動、駅周辺の清掃を行う。 

６． その他 

① 鈴木豊成増強委員長より 

 以前退会された木村良三氏の再入会について、皆さん

に認めてもらえれば入会したいとの意向。〈承認〉 

② 地区大会パネルの件 写真 2～3枚をひきのばす。 

【会長報告】             志村 幸男 会長 

１． 11月のロータリーレート 1ドル＝102円  

２． 麻生区少年野球連盟 40周年記念式典の案内  

①1月 29日（日）12：00 新百合 21多目的ホール 会

費 8,000円 ＊11／30までに返事 

②麻生区学童軟式野球新人戦大会のお知らせ 

 11／20（日）8：30～開会式 片平球場他 

３． ライラ（RYLA）開催のお知らせ 

2017年 2月 18日（土）～19日（日） 横浜市野島青

少年研修センター 

対象：18歳から 30歳の青年男女 

４．ロータリーアクト「第 47回地区年次大会」の案内 

12月 17日（土）12：00登録開始 

県民共済みらいホール、他 

５．川崎西北 RC（川鍋様）より 先日のチャリティーゴルフのお

礼状、写真及び成績表が届く 

６．日本事務局より 梅沢会員へロータリー財団への寄付累計

により、メジャードナー1 になったとのお礼が届く。後日、名

前入りのクリスタル認証がおくられます。 

７． 米山記念奨学生より 3 名の方々に功労者表彰が、届いて

います。 

鈴木憲治会員 第 27回 鈴木昭弘会員 第 2回 

親松明会員 8回 

８．G事務所より リーダーシップ研究会パートⅡの案内 

  11月 23日（水）9：00 聖光学園中学校高等学校 

【幹事報告】              臼井 勉 幹事 

◆例会変更 

◎川崎高津ＲＣ  

・11/10（木）⇒11/12（土）移動例会 地区大会 

・11/24（木）⇒夜間例会 ホテル KSP 点鐘 18：00 

◎川崎大師ＲＣ  

・10/19（水）⇒11/12（土）地区大会参加 

◎川崎中央ＲＣ  ・11/14（月）⇒地区大会参加   

◎横浜本牧ＲＣ 

・12/15（木）クリスマス家族会 18：00点鐘 ワシントンホテル 

 

◆会報着 

◎新川崎ＲＣ 第 1040回（10/05）～第 1042回（10/19） 

◆卓話案内 

◎神奈川 RC 11/14（月）12：30～ ホテルキャメロット 

  卓話者：海上自衛隊幹部学校長 大塚海夫氏 

【出席委員会】            大野 勉 委員 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1168回 27 23 4  85.1％ 

1167回 27 20 7 7 100％ 

1166回 26 23 3 3 100％ 

【ニコニコ委員会】         梶 俊夫 委員長 

 第 1168回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    19件 ￥19,000 

●会員 

◇志村幸男会長【中山新会員入会おめでとう。木村さん、見

学ようこそ。】 

◇大野勉会員【妻に花ありがとうございました。】 

◇梶俊夫会員【田舎で不幸がありやすんでいました。本日は

野村証券さんでカジノヤセミナーです。】 

◇佐藤忠博会員【本日はご馳走になります。Thank You】 

◇鈴木昭弘会員【中山さん入会おめでとうございます。木村さ

んようこそ！】 

◇森茂則会員【長女の結婚式が今月の19日にあります。】 

◇臼井勉幹事 ◇青戸慶太会員 ◇碓井美枝子会員 

◇宇津木茂夫会員 ◇梅沢馨会員 ◇親松明会員 

◇鈴木眞一会員 ◇佐々木範行会員 ◇川崎航会員  

◇鈴木豊成会員 ◇鈴木憲治会員 ◇森啓伊会員 

◇藤本隆会員      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 

 1168回（件数） 合 計 

米山記念奨学 3件 ¥40,000 

◇鈴木憲治会員【米山奨学事業に協力しましょう】 

◇梅沢馨会員 ◇森啓伊会員 

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 

 1168回（件数） 合 計 

米山記念奨学 4件 ¥51,000 

◇志村幸男会長 【中山隆弘会員 入会おめでとうござい

ます。】 

◇鈴木憲治会員 【R財団月間です】 

◇梅澤馨会員  【今年もあと2ヵ月になりました。】 

◇鈴木昭弘会員     ご協力有難うございました。 



【親睦委員会】          鈴木 昭弘 委員長 

 12 月 16 日（金）18：00 より、ホテルモリノにおきまして、クリス

マス家族会を実施します。アトラクションにつきましては、2 組

予定しております。参加よろしくお願いいたします。 

【25周年記念事業について】     鈴木 憲治 委員 

25周年記念式典の内容について発表があり、第一部、記念

式典（17：00～）、第二部、記念祝宴（18：15～）の予定

で開催し、アトラクション等について説明、また招待クラ

ブ等の説明がありました。 

【研修委員会（雑誌広報）】      長瀬 敏之 委員 

『ロータリーの友２０１６年１1月号』の小泉凡さんの記事の紹介

がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指名委員会】          鈴木 豊成 委員長 

指名委員会が開催され、2017～2018理事役員（案）が、発

表されました。 

【社会奉仕委員会】         川崎 航 委員長 

11月25日（金）例会終了後、新百合ヶ丘駅周辺で、清掃活動

を実施いたします。皆様、参加よろしくお願いいたします。 

 

 

【四つのテスト】            梶 俊夫 会員 

【点  鐘】            志村 幸男 会長 

【会報委員会】           文責：青戸 慶太 委員 

 

杉山遼 新会員、中山隆弘 新会員、米山奨学生 李
り

奕
い

萱
しん

さん 歓迎会 

及び 佐藤忠博会員 例会当日誕生日会 

 

11 月 4 日（金） 旭鮨本店にて 

 

 

 

左より李奕萱さん、杉山遼会員、中山隆弘会員、佐藤忠博会員 

 
佐藤忠博会員、ハッピーバースデイ 

 

 

 

    


