第 1199 回
【点

例会記録

平成 28 年 7 月 21 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

鐘】

【例会場】

ホテルモリノ

【ソング】

蓬田

忠 SAA 委員長

ロータリーソング『我等の生業』
【ゲスト・ビジター紹介】

森 茂則 会長

◆長岡 忠弘 様（川崎西北 RC 会長）

川崎西北ＲＣ 右：長岡会長・左：上原幹事

◆上原 謙一 様（川崎西北 RC 幹事）

◆川崎西北ＲＣ 長岡 忠弘 会長・上原 謙一 幹事

◆中村 和宏 様（川崎百合丘 RC 会長）

「４年前の片寄ガバナー補佐に続き、今年度も西北ＲＣからガ

◆安藤 美恵子 様（川崎百合丘 RC 幹事）

バナー補佐が出ましたので、いつもガバナー補佐が近くにい

◆竹尾 光 君（青少年交換派遣学生）

る状態となりました。一年間よろしくお願いいたします。」

◆竹尾 直子 様（派遣学生のご父兄）

◆川崎百合丘ＲＣ 中村 和宏 会長・安藤 美恵子 幹事

◆門間 亜砂子 様（見学者）

「西北ＲＣの長岡会長と麻生ＲＣの森会長、それと私は、同じ

川崎百合丘ＲＣ 右：中村会長・左：安藤幹事

【来客ご挨拶】

時期に幹事をしていたことがありましたが、今回３人そろって会

◆竹尾 光

君

長となりました。このことは大変心強いことで、近隣の３クラブと

カウンセラーの鈴木憲治会員

して協力していきたいと思います。百合丘 RC は今年度４０周

からご紹介と激励の後、コメン

年を迎えます。一年間よろしくお願いいたします。」

トを頂きました。

【会長報告】

「８月１日からドイツに派遣させ

森 茂則 会長

１．クラブ雑誌委員長会議の案内

ていただきます。昨年 11 月に
皆様に推薦していただき、2590 地区の様々なプログラムに参
加させていただきました。将来は社会科の先生になりたく、そ
のためにドイツのこと

８月２９日（火）15：00～17：00 メモワールプラザ
※鈴木憲治委員長出席
２．クラブ奉仕委員長会議の案内

を学ぶとともに日本の

８月２１日（月）15：00～17：30 メモワールプラザ

ことも伝えていきたい

※大野委員長出席

です。今日は有難う

３．ガバナー事務所より

ございました。」
←森会長より川崎麻生ＲＣ
のバナーを渡される

九州北部豪雨被災地への支援協力依頼
一人当たり 1000 円程度（クラブ ニコニコより）※8/4 理事会
にかける 送金期限 8/10

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

第１２０１回例会 ８月 ４日（金）理事役員会②、会員ショート卓話

ホテルモリノ

第１２０２回例会 ８月２５日（金）納涼会

琴平神社及び庭

［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

◇鈴木昭弘会員【夏バテ気味です！】

４．川崎百合丘 RC より 納涼会の案内

◇鈴木憲治会員【川崎西北RC,川崎百合丘RC 会長幹事さ

８月１日（火）例会点鐘 17：00 納涼会 17：30～

んご苦労さまです！】

ホテルモリノ新百合丘８F ビアホール

◇臼井勉会員 ◇碓井美枝子会員 ◇宇津木茂夫会員

５．あさお区民まつり実行委員会より 協賛のお願い
一口 10000 円

◇梅澤馨会員 ◇円城寺広明会員 ◇老沼純会員

※8/31 まで

※本日例会終了後、臨時の理事役員会を開きます。

◇親松明会員 ◇黒木啓太郎会員 ◇佐々木範行会員

【幹事報告】

◇佐藤達弥会員 ◇志村幸男会員 ◇杉山遼会員

森 啓伊 幹事

★例会変更

◇鈴木眞一会員 ◇鈴木豊成会員 ◇長瀬敏之会員

◎川崎西北RC

◇中山隆弘会員 ◇藤本隆会員

◆8/10(木)例会場変更→川崎信用金庫 登戸支店 12：30点鐘
◆8/17(木)休会
◎川崎西RC

◆8/31(木)夜会 18：30点鐘 柏屋

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】

◆8/11(金)休会

鈴木 慎一 委員長

第 1199 回(件数)

◎横浜あざみRC
◆8/9(水)移動例会 12：30点鐘 あざみ野「四季 花りん」

Ｒ.財団

5件

合 計
￥16,100

◇森茂則会長 ◇大野勉会員 ◇佐々木範行会員 ◇杉山

◆8/16(水)休会
★次年度活動計画書 ◎川崎幸ＲＣ より届いています。

遼会員 ◇鈴木眞一会員

ご協力ありがとうございました。

※活動計画書とロースターに一部訂正があります。
例会場の一つである百合ヶ丘カントリー倶楽部の電話番号
が正しくは、044-954-3211 です。
※以前、例会時には会員の敬称を“さん”付けで言うように、と
していましたが、いつの間にか崩れてしまいました。改めて
今後“さん”で呼ぶようにお願いいたします。
鈴木眞一 Ｒ財団委員長

【出席委員会】

杉山 遼 委員長

例会数

会員

出席

欠席

修正

出席率

1199 回

31

26

5

1198 回

31

27

4

4

100％

1197 回

30

27

3

3

100％

83.9％

梶俊夫 米山記念奨学委員長

【米山記念奨学委員会】

梶 俊夫 委員長

1197 回（件数）

合計

4件

¥13,000

米山記念奨学

◇森茂則会長 ◇大野勉会員 ◇梶俊夫会員
◇鈴木眞一会員

ご協力ありがとうございました。

6 月の出席率報告 96％

【ニコニコ委員会】

碓井 美枝子 委員長

第 1199 回(件数)
ニコニコ

24 件

【会員増強・職業分類委員会報告】

親松 明 委員長

合 計
￥44,000

●お客様
◇長岡忠弘 様・上原謙一 様（川崎西北RC）
【本日は宜しくお願いします。森会長、幹事、昨日は表敬
訪問ありがとうございました】
◇中村和宏 様・安藤美恵子 様（川崎百合丘RC）
【本日は表敬訪問にお伺いいたしました。どうぞよろしく
お願い致します】

先日、ソシア 21 での拡大増強セミナーに出席してきまし
た。どこのクラブも会員増強に関しては一生けん命努力し

●会員

ているようです。当クラブも一時 17,8 名になり、なかな

◇森茂則会長【川崎西北RC様、川崎百合丘RC様 ようこそ】

か増えない時期が続き、ここ最近で徐々に増えはじめまし

◇森啓伊幹事【みなさん ようこそいらっしゃいませ】

た。昨年度は会員皆で努力した結果５名増えて今は 30 名

◇大野勉会員【西北、百合丘 会長幹事ご苦労様です】

を超えるまでになったのは、努力の結果が実ったというこ

◇梶俊夫会員【あつい日が続いております】

とだと思います。今年度は会員数３５名を目指して皆で協

◇川崎航会員【竹尾君 ドイツ楽しんできてください】

力していきましょう。

【職業奉仕委員会 今年度方針】

川崎 航 委員長

【クラブ予算について】

鈴木 憲治 会員

本年度は、職業奉仕の理念を基に、以下の活動を行いたい
と考えております。

今年度はルールを守りましょうということで、増強についても、ロ

○例会において「四つのテスト」を唱和する。○職場訪問

ータリー情報のルールを８月から進めていく予定です。

を移動例会として実施する。○会員の中から、職業卓話を

クラブの収入は、年間28万円の会費、ビジター収入、前年度

お願いする。○職業奉仕月間に招聘卓話を実施する。1 年

繰越金、その他から成り立っています。繰越金は６割はクラブ

間よろしくお願いいたします。

基金に回し、４割を今年度の会費の予備費として使います。

【国際奉仕委員会 今年度方針】

長瀬 敏之 委員長

支出としては、⑴分担金として、ＲＩ（国際ロータリーの本部）に
収める人頭分担金、２５９０地区の運営に協力する様々な項目
の分担金、その中には米山記念奨学の普通寄付があります。
他に第3グループ分担金があります。これは青少年受入世話ク
ラブのサポート代、ガバナー補佐の活動費、などに使われま
す。⑵運営費として例会費、会場費、Rの友購読料、会議費／
交際費、⑶管理費として事務所賃料、諸手数料、印刷費、IT
関連費、⑷事業費として各委員会の奉仕活動費があります。

【四つのテスト】

老沼 純 会員

憲治会員が控えておりますので、安心して勤めさせて頂き

【点

森 茂則 会長

ます。方針の詳細は活動計画書を参照してください。

【会報委員会】

今年度、国際奉仕委員長になりましたが、副委員長に鈴木

鐘】

文責：中山 隆弘 委員

私は以前にホストファミリーを務めた際の留学生と今だ
に頻繁に交流がありますので、竹尾君も是非ドイツでホス
トファミリーと仲良くなってきてください。

左より森会長、竹尾光君、お母様

最後に杉山会員の指導で３分間体操を行いました

ようこそお出でくださいました

