第 1198 回
【点

鐘】

例会記録

平成 28 年 7 月 14 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
【幹事報告】

【例会場】

ホテルモリノ

【ソング】

蓬田

忠 SAA 委員長

★例会変更
◎川崎高津RC
◆7/27(木)⇒7/30（日）

ロータリーソング『それでこそロータリー』
【ゲスト・ビジター紹介】

森 茂則 会長

森 啓伊 幹事

移動例会（高津区民祭）
◆8/10(木)休会

◆川崎高津南 RC 会長 大友 憲子 様

◆8/31(木)第５週につき例会なし

◆川崎高津南 RC 幹事 渡部 俊太 幹事

◎川崎とどろきRC

◆前島 憲司 様（厚木 RC）

◆7/17（月）、8/7（月）、8/14（月）休会
★会報着

〈大友憲子会長 ご挨拶〉
本日遅ればせながら、本

◎川崎とどろきRC ・第862回4/3～第870回6/26

年度会長の私と幹事の

◎川崎中RC ・第2148回4/4～第21595回6/27

渡部様と二人で表敬訪

◎川崎南RC ・第2777回6/6～第27800回6/27

問いたしました。一年間

★各クラブより次年度の活動計画書が届いています
◎川崎高津南RC ◎川崎高津RC ◎川崎とどろきRC

どうぞよろしくお願いい

◎川崎中RC ◎川崎南RC◎横浜金沢RC

たします。
【会長報告】

★その他
森 茂則 会長

◎第３グループの人頭分担金は、昨年度は4,000円でした

１． ガバナー事務所（ガバナー）より

が、今年度は5,000円となっております。

今年度新会員への記念品授与

◎今年度の国際ロータリー・テーマ「ロータリー：変化をもた

の案内が届いています。

らす」のロゴピンバッジがパスト会長会から届いております

※円城寺会員を登録。

ので、受付でお受け取りください。

２．米山記念奨学会より 『ロータリー米山記念奨学会 50 年
のあゆみ』発刊のお知らせ。 限定 3,500 部、1 冊 1,800 円
（送料込み）申込はホームページより
３．地区青少年交換委員長 飯田様より
来日学生情報が送られてきました。

※、ホストファミリー、

カウンセラー、クラブ委員長へ転送。

【出席委員会】

杉山 遼 委員長

例会数

会員

出席

欠席

修正

1198 回

31

27

4

1197 回

30

27

3

3

100％

1196 回

30

27

3

3

100％

87.1％

6 月の出席率報告 96％

４． ハイライト米山２０８号がメールで届いています。
第１１９９回例会 ７月２１日（金）拡大増強・退会防止セミナー報告

ホテルモリノ

第１２００回例会 ７月２８日（金）委員長会議報告、健康セミナー

ホテルモリノ

第１２０１回例会 ８月０４日（金）理事役員会、会員ショート卓話

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

出席率

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

【ニコニコ委員会】

碓井 美枝子 委員長

第 1197 回(件数)
ニコニコ

28 件

【親睦委員会】

合 計

先日親睦委員会にて、納涼会の

￥37,000

会合を開きまして、日時などを決

志村

幸男 委員長

定いたしました。8月25日（金曜

●お客様
◇大友憲子会長様・渡部健司幹事様 （川崎高津南RC）
【本日は渡部幹事様と表敬訪問にお伺い致しました。

日）午後4時から、琴平会館にて
例会を行い、午後4時半から琴平
会館裏にて納涼家族会を行いま

１年間どうぞよろしくお願いします】

す。会費は3,000円、会員家族、知人、友人は1,000円、子供、

◇前島憲司様（厚木RC）
【厚木ロータリークラブの前島ともうします。事務所は厚木で
すが、王禅寺で育って平尾に住んでいます。今日はメイク
でお邪魔いたしました。よろしくお願いいたします。】

中高生は無料です。親睦委員の集合が午後2時半となってお
ります。「流しそうめん」「すいか割り」「花火大会」「BBQ」を予
定しておりますが、昨年のBBQでは焼き手の方が大変だった

●会員

こともあり、今年は出来合いのもので、シンプルに行いたいと

◇森茂則会長【川崎高津南RC 会長幹事ようこそ】

思っております。

◇森啓伊幹事【大友会長、渡部幹事、前島様ようこそいらっしゃいました】

【会場監督委員会】

◇大野勉会員【川崎高津南RC大友会長、渡部幹事 1年間よろしくです】

昨年度の川崎麻生RC創立25周年事業で麻生区少年野球連

◇梶俊夫会員【暑い日が続いております】

盟に加盟しているチームに、優勝トロフィーを授与する件で、

◇志村幸男会員【お暑くなりました】

直前会長の志村会員の名前にて優勝チーム（王禅寺少年野

◇蓬田忠会員【川崎高津RC 会長・幹事さんようこそ】

球部）のコーチを務めている木村良三会員に、チーム監督の

◇青戸慶太会員 ◇臼井勉 会員 ◇碓井美枝子会員

代理にてトロフィーを贈呈したいと思います。

◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員◇円城寺広明会員

蓬田

忠

委員長

←.トロフィーを受ける
木村会員（左）

◇親松明会員 ◇木村良三会員 ◇黒木啓太郎会員
◇佐々木範行会員 ◇佐藤忠博会員 ◇杉山遼会員
◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木憲治会員 ◇鈴木眞一会員
◇鈴木豊成会員 ◇中山隆弘会員 ◇花輪考一会員
◇藤本隆会員 ◇山下俊也会員
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 眞一 委員長

前回の例会でもお伝えしておりま

◇志村幸男会員（前年度会長）

すが、今年度から、Ｒ財団と米山

めでたく、２０１７年第１７回J:COM ジャビット杯川崎市麻生区

記念奨学の寄付は、少額積立と

大会にて、王禅寺少年野球部さんが優勝されました。対戦相

してこの用紙を毎回受付の近く、

手は栗木ジャイアンツを7対5で栗木を下して、これからチャン

斜め 45°付近においてあります。

ピオン大会に行きます。前年度の会長として、私が周年事業と

是非ご協力をお願いいたします。
第 1198 回(件数)
Ｒ.財団

1件

◇宇津木茂夫会員

して計画をいたしましたので、トロフィーをお渡しいたします。
合 計
￥1,000

【社会奉仕委員長 挨拶】
鈴木です。本年度の活動計画として、

梶 俊夫 委員長

地域のニーズに合わせた活動内容を

鈴木眞一Ｒ財団委員長からもご説明がありましたが、米山

考えております。具体的には、11月に

記念奨学の寄付も同様です。宜しくお願いいたします。

新百合ヶ丘駅周辺の「見逃しがち」な

米山記念奨学

1198 回（件数）

合計

3件

¥7,000

◇宇津木茂夫会員 ◇大野勉会員 ◇鈴木眞一会員
ご協力ありがとうございました。

委員長

本年度社会奉仕委員長になりました

ご協力ありがとうございました。

【米山記念奨学委員会】

鈴木 昭弘

植栽の藪の中や、公園の片隅の生垣
などを重点的に清掃したいと考えてい
ます。また4月の麻生川桜まつりに合わせてここ数年お休みし
ている環境美化ポスターを本年度は復活したいと考えていま
す。過去の実績を振り返り、実行準備をしたいと考えています。

活動計画にはない新しい地域のニーズに合わせた活動内容

【青少年奉仕委員長 挨拶】

のアイデアを募っておりますので、よろしくお願いいたします。

本年度の青少年奉仕委員長

【クラブ奉仕委員長 挨拶】

の宇津木です。本年度、ロー

大野 勉 委員長

宇津木 茂夫 委員長

タリー青少年交換を受け入れ
るため、実行委員会を設立、
サポートをしています。
地域の青少年福祉委員会に
可能な限り協力し、青少年に
指導力要請、社会奉仕、国際
奉仕などの活動機会をもたらすように努めたいと思います。
また8月7日のドイツから来日するノエル君（１６歳）の受け入れ
本年度クラブ奉仕委員長になりました大野です。今年の方針と
して、会員一人ひとりがお互い尊重しあえるクラブ雰囲気づくり
をする会長方針に基づき、実践したいと考えています。クラブ
奉仕は例会をスムースに運営するために、各小委員会を設け
てうまく進めていく必要があります。そのため各委員会との調
整を私がやってまいります。また例会出席はロータリーの活動
基本であり、楽しい例会運営をしてまいります。例会欠席をし
た会員は、出席委員長をふくめメークアップをし、個人の出席
率を高めていただきたい。素晴らしい仲間が一人でも増えるよ

を行います。本日川崎高津南RCの大友会長と、当クラブの森
会長、最初の3か月間、ホストファミリーを行っていただく木村
良三会員とともに受入校の桐光学園高等学校の小塚理事長
様、岡村国際部長様を訪ねました。8月26日から次学期が開
始されますが、試験期間になるため、試験終了後の9月11日
から通学が始まります。皆様のご協力をお願いします。
そして、当クラブにて次のホストファミリーを募集しております。
期間は1か月半とか2か月とかでも構いませんので、よろしくお
願いいたします。

う努力し退会者がでないように努める。活動委員会を代表して、
理事会に対して責任を持った言葉を発する。そして地域に対

【四つのテスト】

してクラブ活動と奉仕活動を紹介してまいります。一年間よろし

【点

鐘】

くお願いいたします。

【会報委員会】

佐藤 達弥 会員
森 茂則 会長
文責：木村 良三 委員長

