第 1206 回
【点

例会記録

平成 29 年 9 月 22 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
７．「社会を明るくする運動」麻生区推進委員会より

鐘】

【例会場】

百合ヶ丘カントリー倶楽部

【S.A.A.】

梅澤 馨 委員

あさお区民まつりでの啓発活動の案内
８．赤い羽根 共同募金への協力お願い
９．10/27 のガバナー公式訪問で同行される方は、地区副幹

【ソング】

ロータリーソング『四つのテスト』

【ゲスト・ビジター紹介】

森 茂則 会長

事の瀬戸恒彦様です。
【幹事報告】

◆青少年交換来日学生

例会変更などはありません。

ノエル・シフターラー 君
【会長報告】

○クラブ協議会の件

森 茂則 会長

欠席の委員長は代理をたてて

１．ガバナー事務所より

ください。他の委員長と重複しても差し支えありません。新

①チャリティーマラソン大会の

会員で欠席の方は、ご報告ください。

担当窓口 選任のお願い

○新会員でロータリーネクタイ、スカーフのない方は在庫が

※9/30 までに送信
②RLI 研究会パートⅡの案内

森 啓伊 幹事

あるのでお申し出ください。
【出席委員会】

宇津木茂夫 委員

10 月 15 日（日）8：30～

例会数

会員

出席

欠席

聖光学院中学・高等学校

1206 回

32

24

8

1205 回

32

26

6

0

81.3％

1204 回

32

25

7

4

90.6％

③ 職業奉仕委員長会議の案内
10 月 23 日（月）15：00～ メモワールソシア
２．川崎西北 RC より

修正

出席率
75％

第３グループ地区資金の送金願い ￥4000×会員数
←宇津木委員

３．米山学友会 総会の案内
10 月 7 日(土)18：30～ ウイリング横浜（京急上大岡駅）
４．米山梅吉記念館より

藤本委員→

１００円募金に対してのお礼状が届く。
５．インターアクト年次大会の案内

【ニコニコ委員会】

12 月 17 日（日）9：30～ 桐光学園中学・高等学校
６．あさお区民まつりの案内とパンフレット着
あさお区民まつり ： 10 月 8 日（日）10：00～

藤本 隆 委員

第 1205 回(件数)
ニコニコ

20 件

合 計
￥20,000

第１２０７回例会 ９月２９日（金）移動例会（夜会）誕生日会

リストランテ・アベーテ

第１２０８回例会１０月 ６日（金）理事役員会④、指名委員会委員任命

ホテルモリノ

第１２０９回例会１０月１３日（金）クラブ協議会

ホテルモリノ

第１２０８回例会１０月
６日（金）理事役員会④、指名委員会委員任命
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 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

●会員

●森茂則会長

◇大野勉会員【日曜日 急に三島広小路「桜家」にうなぎを食
べに行き、白糸の滝を見ました】

この度ノエル君が帰国することになりました。日本語でスピー

◇森茂則会長 ◇森啓伊幹事 ◇臼井勉会員

チをお願いします。
●挨拶

ノエル・シフターラー

◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 ◇円城寺広明会員

「みなさん こんにちは。多分何人か

◇親松明会員 ◇木村良三会員 ◇黒木啓太郎会員

の方は知っていると思いますが、私

◇佐藤達弥会員 ◇杉山遼会員 ◇鈴木昭弘会員

は土曜日にドイツに帰ります。

◇鈴木眞一会員 ◇鈴木豊茂会員 ◇中山隆弘会員

これを説明するのはとても難しいけれ

◇藤本隆会員 ◇門間亜砂子会員 ◇雪井洋子会員

ど、感じたことです。言えることは、…

◇蓬田忠会員

（中略）…

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 1206 回(件数)
Ｒ.財団

6件

合 計

ないことに気がつきました。これを慣

￥6,000

らす事は私の生活の中で一番つらい

◇円城寺広明会員 ◇大野勉会員 ◇川崎航会員
◇鈴木眞一会員 ◇花輪孝一会員 ◇山下俊也会員
ご協力ありがとうございました。
【米山記念奨学委員会】

大野 勉 委員

1206 回（件数）

合計

3件

¥3,000

米山記念奨学

◇円城寺広明会員 ◇大野勉会員 ◇山下俊也会員
ご協力ありがとうございました。
【ロータリー財団セミナー報告】

いくつかの理由は日本の文化に慣れ

鈴木眞一委員長

９月１４日のＲ財団セミナーに行って

日々だったからです。仲間は本当に
優しくてフレンドリーでしたが、言った
ように環境が辛かったです。
私を日本に来るために協力してくれ
た皆さんに本当に申し訳ない気持ち
でいっぱいです。
ありがとうございました。どうぞよろしく
お願いします。」

〈ノエル君自筆の一部〉

●森茂則会長よりノエル君に送別の言葉
Noel
I just want to say that I hope you had a great time in Japan.

きました。２時間半のセミナーの中で

We wish you the best of luck and happiness in your future.

沢山の項目がありました。湯川ガバ

Please come back to Japan, and we hope to see you someday.

ナーのあいさつの後にＲ財団副委員

（ノエル君

長、パストガバナー、野田委員長の

れからのノエル君の益々のご活躍、幸せを祈っております。ま

方々の話がありました。また、平和のための大口寄付推進計

た機会があれば、ぜひ日本へいらして下さい。何時かまたお

画委員会、ポリオ撲滅委員会、その他の話もありました。

会い出来たらと思います。）

日本では楽しい時間を過ごせましたでしょうか。こ

これらの話についてはＲ財団ハンドブックに載っているのです

9/23 森会長、宇津木会員、川崎会員、地区の飯田委員長の

が、現在ハンドブックの在庫がなく、データが入手できるか問

成田見送りで、ドイツに帰国したノエル君から無事デュッセル

い合わせているところです。なお、１１月はＲ財団月間ですが、

ドルフ空港に到着した知らせがありました。

前倒しで１０月２０日に、地区の補助金委員会委員である鈴木
正紀様(川崎鷺沼ロータリークラブ)による卓話がありますので
楽しみにしていてください。また新会員の方々の勉強としても
ぜひ聴いてください。
【親睦委員会】

親松明委員

来週の移動例会はリストランテ・アベーテで 18：00 点鐘です。
会費は当日お願いします。
【その他】
●森啓伊幹事
「麻生ＢＯＸ」の箱が大きすぎて不便

【四つのテスト】

だということで、親松会員から小さい

【点

箱を頂戴しました。

【会報委員会】

鐘】

黒木 啓太郎 会員
森 茂則 会長
文責：中山 隆弘 委員

