第 1200 回
【点

鐘】

【例会場】

例会記録

平成 28 年 7 月 28 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
◆8/15 (火)休会
森 茂則 会長
◎川崎中原 RC
ホテルモリノ

【ソング】

蓬田

忠 SAA 委員長

ロータリーソング『四つのテスト』

◆8/17(木)→24 日(木)に変更 早朝例会 点鐘 7：00
ホテル精養軒
◆10/19(木)→26 日(木)に変更

【ゲスト・ビジター紹介】 森 茂則 会長
◆ご見学者

点鐘 12：30

門間 亜砂子 様→

【会長報告】

★会報が届いております。

森 茂則 会長

１．地区社会奉仕委員長より
社会奉仕活動のアンケート依頼が届く。 ※8/10 必着
２．8 月のロータリーレート

１ドル＝１１１円（７月と同様）

３．ガバナー事務所の夏季休暇

ガバナー公式訪問

８月１４日（月）～１６日（水）

４．ガバナー事務所より

◎川崎宮前 RC

第 1463 回 4/13～第 1406 回 7/6

◎川崎中原 RC

第 1397 回 7/4～第 1465 回 7/18

★活動計画書が届いております。
◎川崎大師 RC

◎川崎宮前 RC

【出席委員会】

◎川崎中原 RC
杉山 遼 委員長

2019 年規定審議会「制定案」と 2018 年決議審議会
「決議案」の提出検討しているクラブは、手続を進めて
9 月 15 日までに提出。
５．ロータリー囲碁大会の案内
10 月 14 日（土）9：30 受付 会場：日本棋院本院（市ヶ谷）
６．芸術の街研究会より
2017 秋「文化の風コンサート」9/18 のポスター、チラシ、
入場引換件が送られる。※受付においてあります。
※本日は、新入会員向けに当クラブ事務所を見学に行きます。
食事が終わり次第声をかけますので、皆さんで参りましょう。
【幹事報告】

森 啓伊 幹事

例会数

会員

出席

欠席

1200 回

31

25

6

1199 回

31

26

5

5

100%

1198 回

31

27

4

4

100%

【ニコニコ委員会】

★例会変更
◎川崎百合丘 RC
◆8/1 (火)移動例会、納涼会 点鐘 17：00 ホテルモリノ８F,７F

修正

80.6%

碓井 美枝子 委員長

第 1200 回(件数)
ニコニコ

24 件

合 計
￥24,000

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

琴平神社及び庭

涼 会

第１２０３回例会 ９月 １日（金）理事役員会③、委員長会議報告
［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

ホテルモリノ

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

【広報・公共イメージ向上委員会】 鈴木 憲治 委員長

●会員
◇森茂則会長【杉山会員 先週は体操ありがとうございました】
先日7月20日に新横浜ソシア２１で開催されましたクラブ

◇梅澤馨会員【毎日暑いですね】
◇木村良三会員【桐光学園高校 6回裏6対5で1点差。頑張
れ（途中経過）】

広報・公共イメージ向上委員長会議に行ってきました。
そのお話しの前段で、法人会では「税を考える」というこ
とで租税教育を行っております。法人会にはたくさんのRC

◇志村幸男会員【お暑うございます】

会員も参加しており、中野島の小学生を招待し、各企業の

◇鈴木昭弘会員【明日五力田町会の夏祭でサックス演奏します】

見学で「納豆製造のカジノヤさん」他を見学いたしました。

◇鈴木憲治会員【暑中お見舞い申し上げます】

また琴平会館で行われた会では、当クラブの司法書士であ

◇長瀬敏之会員【桐光学園頑張れ】

る黒木会員に税のお話しをしていただきました。これらの

◇雪井洋子会員【法事で2回休みました。すみません】
◇森啓伊幹事 ◇碓井美枝子会員 ◇宇津木茂夫会員

まとめ役として、当クラブ会員にお世話になり、大変役に
立つ勉強会となりました。このようにロータリアンがいろ
いろな方面で活躍しているということは、「公共イメージ

◇円城寺広明会員 ◇親松明会員 ◇佐藤忠博会員

向上」につながると思いますし、ロータリーが一歩前に出

◇杉山遼会員 ◇鈴木眞一会員 ◇鈴木豊成会員

たのではないかと考えます。

◇中山隆弘会員 ◇藤本隆会員 ◇山下俊也会員

会議は、ホームページとロータリーの広報ということで行

◇蓬田忠会員

われ、地区ホームページの活用をお勧めします。この管理

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

寄付金の領収書は、ひと

は、地区幹事が行っており、いろいろな情報が把握できま
すので、ぜひホームページをご覧ください。

月分をまとめて翌月初め

【親睦委員会】

にお渡しいたします。

先日親睦委員会にて、納涼会

米山記念奨学の領収書も

は 8 月 25 日（金曜日）午後 5

同様です。

時点鐘で、琴平会館にて例会

志村

幸男 委員長

を行い、午後 5 時半から琴平
第 1200 回(件数)
Ｒ.財団

2件

合 計
￥13,100

◇蓬田忠会員【ビールが飲める人はうらやましい】
◇雪井洋子会員

ご協力ありがとうございました。

【米山記念奨学委員会】

梶

俊夫 委員長

会館裏にて納涼家族会を行
います。会費は 3,000 円、会員
家族、知人、友人は2,000円、子供、中高生は無料です。親睦
家族、知人、友人は
2,000 円、
委員の集合は午後2時半となっております。「流しそうめん」「す
子供、中高生は無料です。親
いか割り」「花火大会」「BBQ」を予定しております。たくさんの
睦委員の集合は午後
2 時半
お子様、ご家族様にご参加いただきたいと思います。お盆休
となっております。
みがありますので、次の例会にて、会費を集めます。よろしくお
願いいたします。
それと別のことですが、来る10月18日に港北ロータリークラブ
にて、職業についての卓話を行います。是非メーキャップにご
参加くださいますようお願いいたします。

米山記念奨学
◇雪井洋子会員

第 1200 回（件数）

合計

1件

¥2,000

ご協力ありがとうございました。

【四つのテスト】
【点

鈴木 眞一 会員

鐘】

【会報委員会】

森 茂則 会長
文責：木村

良三 委員長

