
第１１９３回例会 ６月 ９日（金）招聘卓話、入会式     ホテルモリノ 

第１１９４回例会 ６月１６日（金）各委員会年度報告     百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第１１９５回例会 ６月２３日（金）５大奉仕委員長報告    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】             長瀬 俊之 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 

◆川崎マリーンＲＣ 

Ｒ財団補助金委員会 委員長 轟 淳次様 

資金推進委員会 委員長 鈴木 慎二郎様 

◆見学者  円城寺 広明様 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会員・奥様誕生日、結婚記念日】鈴木 昭弘 親睦委員長 

【会員】 蓬田忠 会員(6月 2日)※当日賞 

  大野勉 会員(6月 19日) 

【奥様】 黒木啓太郎 会員夫人  

真紀様(6月 2日) 

藤本隆夫 会員夫人  

さやか様(6月 6日) 

  青戸慶太 会員夫人  

聖美様(6月 25日) 

【結婚記念日】 川崎航 会員(6月 8日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

〈黒木会員コメント〉結婚して一年目、今日は初めてのカミ

さんの誕生日を迎えます。何も準備をしていなかったのです

が、今日の昼前にカミさん宛のお花が届いて少し驚きました。

これからも宜しくお願いします。 

【第12回理事・役員会報告】          志村 幸男 会長 

１．新会員候補者の件  本日ご見学の方 〈検討〉 

２．6月 24日の第３グループ会長幹事ご苦労様会の会費の件 

  会費 4000円を麻生 BOX より捻出。 〈承認〉 

３．新規に作る預金通帳（青少年受入口座）の代表者の件 

  次年度会長が単年度だけ代表者になる。〈承認〉 

他については、会合をもって委員会の中で取り決める。  

４．事務局手当について 

  次年度予算の中で決める。〈保留〉 

５．5月 26日の会長幹事ご苦労様会の収支 

  余った金額は麻生 BOXへ入金する。〈承認〉 

６．鈴木憲治会員より  ベトナムフエ大学へ出向き残りの本を

届ける（合計で80冊）。贈呈式をして学長より感謝状を頂く。 

７．森茂則次年度会長より  次年度は例会以外に会長主催

の親睦会を開く予定。〈承認〉 

 

 

 

 

 

 

 

第 1192回 例会記録 平成 29 年 6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 

 

  
 轟 淳次様             鈴木 慎二郎様 

 
左より蓬田会員、大野会員、青戸会員、黒木会員、藤本会員、川崎会員 

 

 
蓬田会員「入院しておりま

したのでお久しぶりです」 



【会長報告】                    志村 幸男 会長 

１． 川崎中原ＲＣより 30周年記念例会へ出席のお礼状が届く。 

２． 麻生観光協会より 総会の案内 ６月２３日(金)15：30～ 

麻生区役所会議室 ※6/12 迄出欠返事 

３． ロータリー財団より 資金推進への協力願い 

  年次基金   一人当たり 120US ドル以上  

  恒久基金   ベネファクター各クラブ １名以上 

  ポリオ寄付   一人 50US ドル以上 

４． 派遣学生 団結式及び壮行会の案内 

 ７月２日（日）14：00～オリエンテーション、 

16：00～壮行会パーティー 会場：サンピアンかわさき 

【幹事報告】                     臼井 勉幹事 

◎会報着 

◆新川崎 RC 第 1062回（4/12）～第 1067回（5/24） 

【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 

1192回 30 25 5  83.3％ 

1191回 29 22 7 3 86.2％ 

1190回 29 24 6 5 96.5％ 

【ニコニコ委員会】         梶 俊夫 委員長 

 第 1192回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    26件 ￥28,000 

●お客さま 

◇川崎マリーンＲＣ 轟 淳次 様 

【本日はお世話になります。いつもはケンジ様にお手数を

お掛けしております。今後共よろしくご指導の程をお願い申

し上げます】 

◇川崎マリーンＲＣ 鈴木慎二郎 様 

【川崎麻生の皆さま、お世話になります。貴クラブの鈴木憲

治様には当クラブにおいて素晴らしい卓話をして頂きました。

有難うございます】 

●会員 

◇志村幸男会長【川崎マリーンロータリークラブ 轟様、鈴木

慎二郎様ようこそ】 

◇臼井勉幹事【今月イッパイです】 

◇碓井美枝子会員【円城寺さん 本日は見学ありがとうございます】 

◇大野勉会員【第４コーナーに入りました（会長・幹事）】 

◇梶俊夫会員【円城寺さん ようこそ】 

◇長瀬敏之会員【突風が吹いて、飛ばされるところでした】 

◇蓬田忠会員【久しぶりです】 

◇青戸慶太会員 ◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 

◇親松明会員 ◇川崎航会員 ◇木村良三会員 

◇黒木啓太郎会員 ◇杉山遼会員 ◇鈴木憲治会員 

◇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 ◇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。 

【米山記念奨学委員会】        梅澤 馨 委員長 

 1192回（件数） 合計 

米山記念奨学 3件 ¥40,000 

◇志村幸男会長【川崎マリーンＲＣ轟様、鈴木慎二郎 

様ようこそ。円城寺さんご見学ようこそ】 

◇鈴木憲治会員【轟さん、鈴木さん ようこそ】 

◇梅澤馨会員【今年度米山記念奨学、ありがとうございました】 

ご協力有難うございました。 

【ロータリー財団委員会】      佐藤 忠博 委員長 

 1192回（件数） 合計 

ロータリー財団 4件 ¥44,000 

◇鈴木憲治会員【轟さん、鈴木さん ようこそ】 

◇鈴木昭弘会員【今年度も後１ヶ月ですね…】 

◇梅澤馨会員 ◇雪井洋子会員 

 ご協力有難うございました。 

【会長の日 １年を振返って】     志村 幸男 会長 

◍2016-17年度の第 25代会長を 

受け、7月 1日第一回例会で鈴 

木豊成前会長より、ガベルを受け 

継ぎ、臼井勉幹事とスタートさせ 

て頂きました。 

◍高良ガバナーの「組織は人な 

り」のメッセージをもとに、一人ひとりの仲間を大切に友情を分

かち合い「輪」を大切に会長を務めさせて頂きました。 

◍米山奨学生の李奕
り い

萱
しん

さんは、川崎航会員にお願いし、１年

間サポートして頂きました。 

◍8月19日、鈴木（昭）親睦委員長と「納涼会」を私ども琴平神

社裏庭にて開催致しました。そうめん流し等が行われ、賑やか

に親睦を深める家族会となりました。 

◍9月9日にはガバナー公式訪問、その際に杉山新会員の入会

式を行い、高良ガバナーより直接バッジを着けて頂きました。 

◍Ｒ青少年交換学生で、竹尾光君がドイツへ派遣されるというこ

とで、論文と面接試験に先立ち、私と鈴木（憲）さんとでホテル

モリノで会い、人柄等確認させて頂きました。 

◍10月5日は、熊本地震・東日本大震災チャリティーディナーパ

ーティーを地区大会記念行事として「由紀さおりディナーショ

ー」をロイヤルパークホテルにて600人強の参加のもと、盛大に

開催されました。 

◍10月18日、地区大会・ポリオ撲滅チャリティーゴルフでは、川

 



崎西北ＲＣがホストクラブとして、麻生はコ・ホストクラブで、森

茂則会員を中心に応援させて頂きました。 

◍地区大会は、５回の準備委員会を開き、青少年委員の担当

で私、と鈴木（憲）さん、鈴木（昭）で出席させて頂きました。 

◍11月4日、中山新会員入会式。そしてその夜、二名の新会員

と米山奨学生の李さんの歓迎会、佐藤忠博会員の例会当日

誕生日会を旭鮨本店にて開きました。 

◍地区大会の11月11日は、会長幹事会で当クラブとして「事例

発表」を行い、ショートスピーチをいたしました。 

11月12日の大会では “ミズノ”社長の講演があり、ロビーでは

パネル展示を行いました。これは、長瀬会員の資料より選び、

展示いたしました。 

◍12月2日、木村新会員の入会式を行いました。 

◍12月16日、ホテルモリノで鈴木昭弘親睦委員長のもとクリスマ

ス家族会が行われ、イベントに桂米多朗師匠の落語、ＹＳＡサ

クソフォンカルテットの演奏等で楽しいひと時を過ごしました。 

◍1月13日、新年例会は例年通り「とん鈴」にて行いました。 

◍1月27日は幹事の日、半期の思いを語ってもらいました。 

◍2月11日チャリティーマラソンでは、臼井幹事がランナーとし

て出場する予定でしたが、残念なことに直前の怪我で欠場。 

◍2月24日の創立25周年記念式典は、事前に数多くの委員会

を重ね、蓬田委員長が体調を崩されて鈴木憲治委員に一時

委ねて準備をしてまいりました。当日は盛大に開催でき、大き

なイベントがこれで収まり安堵いたしました。 

◍2月27日には川崎百合丘ＲＣより、当クラブ米山奨学生・李奕
り い

萱
しん

さんの卓話依頼を受け、私も付添で伺いました。 

◍3月3日、黒木新会員の入会式が行われました。 

◍3月17日には、青戸職業奉仕委員長の企画で、マイクロバス

で青梅の小澤酒造(株)へ伺いました。美味しい日本酒の利き

酒、酒造りの行程などを見学してきました。 

◍4月14日は、新百合ヶ丘の「かどくら」で木村新会員、黒木新 

会員の歓迎会と李さんの送別会、臼井幹事の例会当日誕生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日会、そして25周年行事の打ち上げを行いました。 

◍4月22日は、第2590地区主催のロータリー経営大講演会（テ

ーマ「企業の永続性を考える」）が神奈川県民ホールで開催さ

れ、西川盛朗氏による基調講演が行われました。懇親会はロ

イヤルホールヨコハマにて。 

◍5月12日には、麻生区長・北沢仁美氏に「麻生地域防災力の

向上」をテーマに卓話をして頂きました。 

◍5月20日には、川崎中原ＲＣ30周年行事に私と幹事と鈴木憲

治会員とで伺い、小泉進次郎氏の講演を聴き勉強させて頂き

ました。 

◍5月26日に佐藤達弥氏の入会が決まり、6月9日に入会式を

行う運びとなり、これで本年度5名の新会員を迎えることが出来、

大変嬉しく思っております。また、5月26日に会長幹事ご苦労

様会を旭鮨で行って頂きました。 

◍5月30日に川崎西北ＲＣの呼びかけで、川崎百合丘ＲＣと共

に３クラブ合同例会がホテルモリノで開催されました。 

◍6月24日には、初めての試みで第３グループの会長幹事ご苦

労様会を私共の「囲炉裏」にて行う予定です。 

１年間、皆様のご協力で何とか務めることができました。 

ありがとうございました。 

【四つのテスト】            雪井 洋子 会員 

【点  鐘】             志村 幸男 会長 

【会報委員会】          文責：宇津木茂夫 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（右）本日ご見学の円城寺様、（左）紹介者の碓井会員 

 
5 月後半に鈴木憲治会員がベトナム・フエ外国語大学に出向き、残りの本 10 冊（全部で 80 冊）を届けました。大

学では贈呈式を行い、感謝状をいただきました。（左から２人目、もうすぐ臨月の元米山奨学生ミアンさん） 


