
第１２０２回例会 ８月２５日（金）納 涼 会            琴平神社及び庭 

第１２０３回例会 ９月 １日（金）理事役員会③、委員長会議報告   ホテルモリノ 

第１２０４回例会 ９月 ８日（金）委員長会議報告          ホテルモリノ 

 

 

 

 

【点  鐘】               森 茂則 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【ソング】                 佐藤 忠弘 S.A.A委員           

国歌『君が代』 ロータリーソング『奉仕の理想』 

【入会式】  入会者：門間 亜砂子 様     森 茂則 会長 

 

 

 

 

 

 

 

〈鈴木昭弘会員の紹介コメント〉 門間さんは幼少の頃から百合ヶ丘にお

住まいで、現在税理士をされています。昨年 12月、麻生警察署の近くで

開業されました。将来麻生区を担う女性リーダーとして期待しています。 

〈門間亜砂子様コメント〉 まだ開業して間もなく、またこのような場も慣れ

なくて皆様にご迷惑をおかけするかと思いますが、早く覚えていきたいと

思いますので、ご指導のほどよろしくお願いいたします。 

【今月の誕生日】          親松 明 親睦委員 

【会員】鈴木眞一会員（8月 1日）、梶俊夫会員（8月 6日）、

宇津木茂夫会員(8 月 15 日）、藤本隆会員(8 月 30 日） 

【夫人】鈴木憲治夫人 礼子様 

【結婚記念日】中山隆弘会員、黒木啓太郎会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2016-2017出席 100%表彰】 雪井洋子 前年度出席委員長 

★親松明会員（26回） ★鈴木憲治会員（26回） ★梅澤馨会

員（13 回） ★鈴木眞一会員（13 回） ★大野勉会員（11 回） 

★鈴木昭弘会員（4回） ★志村幸男会員（2回） ★臼井勉会

員（初回） ★宇津木茂夫会員（初回）   ※３ページに写真  

【第 2回理事・役員会報告】            森 茂則 会長 

１．本日入会者の件  門間亜砂子様            承認 

２．昨年度会計報告   

前年度臼井幹事より、2016-17年度決算報告    承認 

３．会計収入について  

   表敬訪問のニコニコは、ビジター費扱いにする。  承認 

４．会計支出について 

   モリノの例会費は、税・サも含めて計上する。     承認 

５. 九州北部豪雨被災地支援の協力依頼 

   ガバナー事務所より、一人当たり1000円程度の支援依頼 

   →ニコニコから支出                    承認 

６. 青少年奉仕委員会より 

   ホストファミリーの経費をクラブ基金より立替。     承認 

７. 25周年記念例会の収支 

   鈴木憲治会員より会計報告               承認 

 

 

 

 

 

 

 

第 1201回 例会記録 平成 29 年 8月 4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 

［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 

 

  
門間亜砂子新会員 右は紹介者の鈴木昭弘会員 

 

今月が記念日の会員 

 

〈代表して鈴木眞一会員コメント〉 

先ほど親松さんが誕生日の年を言

いかけましたが、昭和 21 年生まれ

で、今回 71歳になりました。 

これからもよろしくお願いします。 

今月が記念日の会員 



【会長報告】             森 茂則 会長 

１．ロータリー米山記念奨学会より 

  来年 2月 4日に、財団設立 50周年を記念したフォーラム 

  と祝賀会を開催。詳しくは HPを参照のこと。 

２．ロータリー日本事務局より 

  2017-18年度版「寄付・認証 ロータリークラブの手引き」 

   が完成。ダウンロードされる方へは、転送します。 

３．地区青少年交換委員長 飯田 信也様より 

  8月 5日(土)のホストクラブ・ホストファミリー説明会の資料 

  が送られる。今後は全てデータベースで送られます。 

４．ガバナー事務所より 

  ロータリーリーダーシップ研究会(RL1)パート 1開催案内 

  9月 10日(日)8:30～16:30 聖光学院中高等学校 

５．米山記念奨学委員長会議の案内 

  9月 5日(火)15:00～17:00  ソシア 21 

６．第 38回市内統一美化運動のお知らせ 

  9月 24日(日)9:00～12:00 

【幹事報告】              森 啓伊 幹事 

★例会変更 

◎川崎鷺沼RC ◆8/16(水)、8/23(水)休会  

◆8/30（水）夜間例会 18:00点鐘 とうふ屋うかい(納涼会) 

◎川崎中RC  

◆8/15（火）、8/29(火)休会 

◎川崎大師RC  

◆8/9（水）、8/16(水)休会                           

◆8/11(金)～8/17(木)事務局夏季休暇 

◎川崎北RC  

◆8/16(水)、9/13(水)休会  

◆8/30(水)夜間例会 点鐘18:00 クイーンアリスガーデンT 

◆9/20(水)親睦移動例会 点鐘18:00 箱根富士屋ホテル 

★次年度の活動計画書が届いています 

◎川崎鷺沼RC 

【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 

1201回 31 27 4  87％ 

1200回 31 25 6 4 93.5％ 

1199回 31 26 5 5 100％ 

【ニコニコ委員会】         碓井 美枝子 委員長 

 第 1201回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    26件 ￥26,000 

●会員 

◇森茂則会長【門間様、入会おめでとうございます】 

◇大野勉会員【同上】 ◇川崎 航会員【同上】  

◇鈴木昭弘会員【同上】  

◇鈴木憲治会員【門間様、入会おめでとうございます。家内の

誕生日のお花ありがとうございました】 

◇鈴木眞一会員【一昨日ビアホールに来ていただきありがとう 

           ございました】 

◇長瀬敏之会員【今日は一番に来ました】 

◇森啓伊幹事 ◇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 ◇梅澤馨会員  

◇円城寺広明会員 ◇老沼純会員 ◇親松明会員                

◇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 ◇鈴木豊成会員 ◇中山隆弘会員 

◇藤本隆会員 ◇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。 

【ロータリー財団委員会】     鈴木 眞一 委員長 

 第 1201回(件数) 合 計 

Ｒ . 財 団    5件 ￥35,000 

◇鈴木昭弘会員【門間様、入会おめでとうございます！】 

◇鈴木憲治会員【同上】  

◇鈴木眞一会員【おとといビアホールに来ていただきありがとう 

ございました】  ◇梅澤馨会員 ◇宇津木茂夫会員 

ご協力有難うございました。 

【米山記念奨学委員会】   長瀬 敏之 国際奉仕委員長 

 1201回（件数） 合計 

米山記念奨学 6件 ¥33,000 

◇鈴木昭弘会員【門間様入会おめでとうございます。】 

◇鈴木憲治会員【同上】 ◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 

◇大野勉会員 ◇鈴木眞一会員  ご協力有難うございました。 

【親睦委員会】          親松 明 親睦委員 

8/25納涼会についての最終案内。 

例会点鐘は 17：00、 

親睦委員は 14：00に現地集合 

 

【雑誌・広報委員会】         鈴木 憲治 委員長 

 『ロータリーの友 8月号』の要点説明。 

・横書 7Ｐに今月は会員増強月間 

・9Pに「クラブ全員が新会員」 

新しいやり方で作った相模原のクラブ 

です。 

 ・アトランタ国際大会（24P) 

 ・ロータリー米山記念奨学事業の基礎知識（32P） 

 ・今年の各地区の地区大会の記事（38P） 

  2590地区は 11月 10日、11日 パシフィコ横浜にて。 

〈その他報告〉 

※２５周年行事の会計報告を各自のボックスに入れてあります。 

※青少年交換の派遣学生 竹尾光君が無事フランクフルト

 

 



へ到着しました。ドイツでは３ファミリーがホストとなりますが、

空港で最初の家族の出迎えを受けました。 

【プログラム委員会】        鈴木 昭弘 委員長 

 ○8月 4日（本日）会員ショート卓話  

○8月 11日・18日休会   ○8月 25日納涼会 

【会員ショート卓話】         ◇藤本 隆 会員 

仕事関連（証券会社）でお話しをいたし 

ます。 

日本の企業の中間決算が発表されて 

いますが、概ね好調です。その反面、 

株主から利益の使い道を追及されてい 

るという傾向がみられます。 

お金を設備投資に回さず何か使い道がないかということで、最

近では剰余金で中小企業を買い取るケースが増えています。 

今年は昨年の３倍位のぺースで増えていて、しかも会社の売

上げ金額の程度で買いたいとのオーダーが沢山入っています。

これは不動産の資産管理会社も同様です。 

この２，３年程度ではないかと思われますが、お金が流動化し

て動いています。 

ということで、景気のいいお話しをお伝えしました。 

【勉 強 会】              森 茂則 会長 

新会員を中心に勉強会をしたいのでメールが届くと思います。 

活動計画書をよくご覧になったことがあるでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日は活動計画書の 18、19 ページ、当クラブの例会プログラ

ムをご覧ください。 

この中の 10月27日のガバナー公式訪問がありますが、これは 

30ページにある年間カレンダーに基づいたもので、前年度ＰＥ

ＴＳ（次年度会長研修会）で資料を渡されました。 

20 ページにある今年度予算の決め方は、31 ページの地区資

料に基づいて最初に人頭分担金が決められ、それからクラブ

の予算が決められます。 

このようにＰＥＴＳの資料に基づき、関連を持たせたページがか

なりあります。 

それと前回、８階の事務所へ見学に行かれた新会員からも聞

かれましたが、事務員は常駐してはおりません。事務所へは木

曜、金曜のみ出勤しています。 

このように少しずつ皆さんで勉強をしていき、ロータリークラブ

のルールも分かっていける方向性がみえると思います。機会

があるごとに勉強会をしたいと思います。有難うございました。 

※鈴木昭弘会員よりお知らせ 

私が団長をしておりますグリーンハート吹奏楽団の定期演奏

会が９月９日（土）17：00から世田谷区民ホールであります。 

ぜひおいでください。 
 

【四つのテスト】            大野 勉 会員 

【点  鐘】             森 茂則 会長 

【会報委員会】           文責：山下 俊也 委員 

 

 

 

 

２０１６-１７年度出席率１００％の会員 左は森茂則今年度会長、右は雪井洋子前年度出席委員長 

★親松明会員（26回） ★鈴木憲治会員（26回） ★梅澤馨会員（13回） ★鈴木眞一会員（13回）  

★大野勉会員（11回） ★鈴木昭弘会員（4回） ★宇津木茂夫会員（初回） 

★臼井勉会員（初回） ★志村幸男会員（2回）は欠席 

 
ロータリーバッジ装着 

 

 
ドイツに到着、ホストファミリーの出迎えを受ける竹尾光君 

 

各テーブルを回って挨拶をする門間亜砂子新会員 


