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例会記録

平成 28 年 7 月 7 日（金）

S.A.A 委員長 蓬田 忠

回 例会記録 平成 20 年 5 月 30 日(金) S.A.A 委員長 森 茂則
森 茂則 会長
【入 会 式】

【例会場】

ホテルモリノ

森 茂則 会長

本日入会の円城寺広明様、碓井
美枝子会員から紹介の後、ガバ
ナー補佐の奥原章男様からロー
タリーバッジを付けて頂きました。
【円城寺新会員挨拶】
今回入会しました円城寺です。生まれは
町田ですが、すぐに柿生に越してきて、以
降麻生区に住んでおります。建築業の方

左・奥原ガバナー補佐、
右・円城寺新会員

の会社は新百合ヶ丘にあります。これからも宜しくお願いします。

【ガバナー補佐

挨拶】 奥原章男

第３Ｇガバナー補佐

右・志村前会長より左・森茂則新会長へ
ガベルの引継ぎ
パスト会長会より花束贈呈⇒

ガバナーから新会員への
プレゼントを紹介される

皆様こんにちは。第一例会の行事の多い日に訪問させていた
だいて申し訳ありません。今年度ガバナー補佐を務めさせて
左より森啓伊幹事、森茂則会長、志村幸男前会長、臼井勉前幹事、

【ソング】

長、

蓬田

忠 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】
◆第３グループ ガバナー補佐
奥原 章男 様（川崎西北 RC）
◆見学者

門間亜砂子 様（写真）

◆見学者

大和ヒロシ 様

森 茂則 会長

頂く奥原章男です。川崎麻生ＲＣは、昨年度の入会者 5 名に
続き、今年度も一人入られて、素晴らしいことです。
今年度の湯川ガバナーはクラブ活性化を目的とした会員増強
に並々ならぬ努力をされています。その一つとして、ガバナー
から新入会員へプレゼントを用意されています。スマホとペン
を立てるもので、ゴムを採取した後のゴムの木から作られてい
て、新会員の名前入りです。本日は円城寺様おめでとうござい
ます。また今年度、よろしくお願いいたします。

第１１９８回例会 ７月１４日（金）就任挨拶 ②

ホテルモリノ

第１１９９回例会 ７月２１日（金）委員長会議報告、セミナー報告

ホテルモリノ

第１２００回例会 ７月２２日（金）委員長会議報告、健康セミナー

ホテルモリノ

［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
［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
［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
TEL：044-951-1322
TEL：044-951-1322 0R 移動例会

【会員誕生日】【奥様誕生日】
【奥様】

志村

幸男 親睦委員長

◆7/28（金）創立45周年記念例会 15：30点鐘

花輪 孝一 会員夫人

◆9/8（金）移動例会 12：30点鐘

佳子様(7月18日)

◎川崎鷺沼RC

【花輪会員コメント】 私と家内の年齢を合わ

◆7/19（水）休会 ◆7/26（水）移動例会 箱根湯本「吉池旅館」

せると 125 歳になります。夫婦で助け合いな

◎川崎高津南RC

がらこれからも頑張って行きたいと思います。

◆7/17（月）、8/14（月）休会

有難うございました。

【乾

◎川崎幸RC

杯】

大野 勉

クラブ奉仕委員長

では、今年度の森会長の船出を祝いまして乾杯をします。森
会長、一年間宜しくお願いいたします。おめでとうございます。
※乾杯の飲物はジンジャーエールです。
【来客ご挨拶】

大和ヒロシ 様

先週に引き続き今週も伺い、今日は宣伝に参りました。今月の
３０日に新百合２１ホールで、私が所属しているプロレス団体の
大会があります。これは私が個人的にプロモーターとして主催
するもので、単なるプロレスの大会ではなく地元の方々と一緒
に行うものです。子供達もご招待しプロレスを見ていただきた

◆7/24（月）⇒7/30（日）に変更 高津区民祭に参加
◆8/7（月）⇒8/6（日に変更「橘ふるさと祭りに参加
◆8/21（月）⇒8/19（土）に変更 「多摩川花火大会警備」
◎川崎マリーンRC
◆7/27(木)夜間例会18：30点鐘 ◆8/10(木)休会
◎川崎中央RC
◆7/31(月)納涼夜間移動例会 船宿 長八（屋形舟）
◆8/14(月)休会
◎横浜本牧RC
◆8/10(木)、8/31(木)休会
◆8/24(木)夜間家族会 18：00点鐘、

★会報着

いと思っております。企画書をお持ちしましたので、協賛など

◎新川崎RC・第1068回6/7～8（一泊例会）～第1070回6/21

ご協力をして頂ければと思います。宜しくお願い致します。

◎川崎北RC・第2757回4/22～第1765回6/21

【第１回理事・役員会報告】

森 茂則 会長

★各クラブより次年度の活動計画書が届いています

１．25周年記念例会の報告

鈴木憲治会員より

◎川崎百合丘RC

２．本日ご見学者の件

鈴木昭弘会員より

◎川崎中央RC

３．納涼会の件

志村親睦委員長より

８月２５日となっていますが、変更があります。
４．米山記念奨学とR財団の寄付の仕方 変更について

◎川崎北RC
◎川崎西RC

◎川崎マリーンRC
◎新川崎RC

★今年度の当クラブの活動計画書とロースターが出来ています。
皆様の情報に間違いがないか確認してください。

【出席委員会】

杉山 遼 委員長

鈴木眞一R財団委員長より：以前から意見が出ていた

例会数

会員

出席

欠席

少額寄付の積立で今年度は行います。米山記念奨学

1197 回

30

27

3

も同様。

1196 回

30

27

3

3

100％

1195 回

30

24

6

4

93％

５．その他①代理出席のお礼の件
６．その他②会員同士の意思の疎通を図るため、ＩＮＳなど、
インターネットの活用を図る。
【会長報告】

８月４日（金）15：00～17：00 メモワールプラザ
３．ガバナー事務所より ホストクラブ・ホストファミリー説明会の
ご案内 ８月５日（土）14：00～15：00 泉谷寺 小机幼稚園
４．ローターアクト全クラブ合同例会の案内

90％

碓井 美枝子 委員長

第 1197 回(件数)

森 茂則 会長

２．ガバナー事務所より 青少年奉仕委員長会議の案内

出席率

6 月の出席率報告 96％

【ニコニコ委員会】

１．前年度の高良明ガバナーより挨拶文が届いています。

修正

ニコニコ

28 件

合 計
￥32,000

●お客様
◇奥原章男様 （川崎西北RC）
【本年度ガバナー補佐を務めさせていただきます。１年
間どうぞよろしくお願いします】
●会員

７月２３日（月）13：30～16：30 横浜市保土ヶ谷公会堂

◇森茂則会長【本年度どうぞ宜しくお願い申し上げます。】

５．麻生観光協会より 総会資料と年会費の案内が届いています。

◇森啓伊幹事【同上】

【幹事報告】

◇梅澤馨会員【本年度はモリモリコンビでモリあがりましょう】

森 啓伊 幹事

◇大野勉会員【同上】

★例会変更
◎神奈川RC ◆7/17㈪、8/14㈪、9/18㈪、10/9㈪休会
◆8/28（月）夜間例会 18：30点鐘

◇佐藤忠博会員【森・森年度 １年間よろしく】
◇志村幸男会員【新年度 会長幹事宜しく】

◇鈴木豊成会員【会長幹事 １年間宜しくお願いします】

◇梅澤馨会員【モリモリ年度として】

◇鈴木昭弘会員【森会長、森幹事 １年間宜しくお願い致しま

◇鈴木昭弘会員【円城寺様入会おめでとうございます。
門間様ようこそ！】

す。円城寺様、門間様ようこそ！】
◇鈴木憲治会員【新年度を祝して】

◇鈴木憲治会員【新年度を祝して】

◇鈴木眞一会員【R財団少額積立 よろしくお願いします】

◇大野勉会員 ◇親松明会員 ◇佐々木範行会員

◇鈴木豊成会員【会長幹事 １年間宜しくお願いします】

◇鈴木眞一会員

ご協力有難うございました。

◇長瀬敏之会員【同上】◇中山隆弘会員【同上】

【就 任 挨 拶】

◇花輪孝一会員【同上】

◇森

◇山下俊也会員【森会長、幹事よろしくお願いします！】

本年度会長に選任されました

◇蓬田忠会員【森会長、森幹事のスタートおめでとうございます】

森茂則です。正直荷が重いと感

◇青戸慶太会員 ◇臼井勉 会員 ◇碓井美枝子会員
◇宇津木茂夫会員 ◇親松明会員 ◇梶俊夫会員
◇川崎航会員 ◇黒木啓太郎会員 ◇佐々木範行会員
◇佐藤達弥会員 ◇杉山遼会員 ◇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】

鈴木 慎一 委員長

会 長・幹 事

茂則 会長

じています。至らない点も多い
と思いますが、歴代会長の功績
を無にしないよう任期を精一杯
やり抜こうと思っています。
会長方針として揚げた「互いの
尊重」をテーマとして一緒に歩んで行きましょう。
ロータリーの原点は親睦と奉仕です。会員同士お互いに尊

今年度から、Ｒ財団と米山記念奨学の寄付は、少額で可能と

敬を交わしつつ友情を深め地区のモデルとなる様なクラ

いたしました。毎回積立として、月末の例会にて領収証を発行

ブを会員全員で作りあげようではありませんか。例会にお

いたします。

いてはプログラムに無い、楽しい企画も取り入れて行きた
第 1197 回(件数)

Ｒ.財団

5件

合 計
￥30,200

◇梅澤馨会員【新年度を祝して】

◇親松明会員 ◇佐々木範行会員 ご協力有難うございました。
梶

啓伊 幹事

会長の方針「互いの尊重」しあえるクラブ作りに全力で協力し
ていきます。会員の皆様方もご協力の程お願いします。

俊夫 委員長

1197 回（件数）

合計

8件

¥60,000

◇梶俊夫会員【担当者です】

かり、全員参加の運営で足腰の強いクラブにして行きたい

◇森

◇鈴木眞一会員【R 財団よろしくお願いします】

米山記念奨学

の友達になろう」と地区方針に、会員同士の意思疎通をは
と思っています。今後とも宜しくお願いします。

◇鈴木憲治会員【新年度を祝して】

【米山記念奨学委員会】

いと考えております。そして、「ともに語ろうロータリー

【四つのテスト】
【点

鐘】

【会報委員会】

2017-18 年度 初例会記念 2017 年 7 月 7 日

中山 隆弘 会員
森 茂則 会長
文責：宇津木茂夫 会員

