
第１２０９回例会 １０月１３日（金）クラブ協議会      ホテルモリノ 

第１２１０回例会 １０月２０日（金）招聘卓話        百合ケ丘カントリー倶楽部 

第１２１１回例会 １０月２７日（金）ガバナー公式訪問    ホテルモリノ 

 

 

 

【点  鐘】                森 茂則 会長 

【例会場】                ホテルモリノ 

【S.A.A.】                 鈴木 豊成 委員 

【ソング】 国歌『君が代』 ﾛータリーソング『奉仕の理想』 

【今月の誕生日】         志村 幸男 親睦委員長 

<会員> 杉山遼 会員（9日）、梅澤馨 会員（13日）、 

黒木啓太郎 会員（21日）、  佐藤忠弘 会員（28日）、 

<会員夫人>  臼井愛子 様（20日 臼井勉会員 夫人）、 

中山理紗様（28日 中山隆弘会員 夫人）、 

川崎麻里子様（31日川崎航会員 夫人） 

 

 

 

 

 

 

【第４回理事・役員会報告】            森 茂則 会長 

１．委員指名委員長について 

例年通り前期会長の志村幸男会員を委員長に推薦 【承認】 

２．会長・幹事マニュアル作成について 

新会員が多いため、マニュアルを作る。【承認】 

3．お祝い金送付について 

川崎中RC周年行事に対して、祝金を送る。【承認】 

4．9月29日の誕生日会（移動例会）収支報告 

   残金は、親睦委員会で保管しておく。【承認】 

5．クリスマス会出演者について 

 大和ヒロシさん【承認】、チェリスト 森田啓祐さん【保留】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6．川崎会員の代理出席について 

10/23の職業奉仕委員長会議、10/16チャリティーゴルフ、 

来週のクラブ協議会が都合で出席できないため、代理 

出席【承認】 

７．社会奉仕活動について（社会奉仕委員長より） 

   11/24に行いたいので、来月の役員会の議題にする。 

【会長報告】                     森 茂則 会長 

1. 地区大会「奉仕活動展示」参加クラブ 再募集の案内 

（写真・タイトル・コメント）を3点以上 

2. チャリティーゴルフの組合せ表が届いています。 

参加各会員へ送付しております。 

3．第６回日台ロータリー親善会議のご案内 

日時：２０１８年３月１日（木）１３：３０から 

場所：台湾 高雄市 漢来大飯店  ＊申込期限11/17 

4. RLI研究会パートⅡ 開催の案内 再送 

5．R米山記念奨学会 設立50周年記念式典の申込は、終了 

【幹事報告】              森 啓伊 幹事 

★例会変更  

◎川崎マリーンRC 

◇11/12（木）→11/2（木）に変更 鎌倉散策夜間例会 

◇11/9（木）→11/11（土）に変更 地区大会へ参加 

 

 

 

 

 

 

第 1208回 例会記録 平成 29 年 10月 6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 

 

<代表で佐藤忠博会員のコメント> 

祝って頂いて有難うございます。 

今月免許の更新がありました。高齢者は

認知機能テストや、縁石バックや乗上テ

ストなどがあり、お蔭様で合格しました。 

現役ドライバーで頑張ります！ 

 

 
今月、記念日を迎える会員 



◇11/16（木）3クラブ合同夜間例会 18：30～川崎日航ホテル 

◎川崎南RC ◇10/24（火）移動例会 ◇11/28（火）職場訪問  

★卓話案内  

◎神奈川RC 

11/20（月曜）と11/27（月曜）の卓話 ホテルキャメロットジャパン 

【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 

1208回 32 24 8 - 75％ 

1207回 32 23 9 4 84.4％ 

1206回 32 24 8 6 94％ 

【ニコニコ委員会】         碓井 美枝子 委員長 

 第 1208回(件数) 合 計 

ニコニコ    20件 ￥20,000 

「会員数も増えたため、今回から例会時にはコメントのある方 

だけを発表させていただきます。」 

●会員 

◇梅澤馨会員【古稀を祝って】 

◇梶俊夫会員【寒くなりました】 

◇鈴木昭弘会員【今月はイベントたくさんです！】 

◇長瀬敏之会員【先週は誕生会ありがとうございました】 

◇森茂則会長◇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 ◇円城寺広明会員 

◇大野勉会員 ◇親松明会員 ◇木村良三会員 

◇佐々木範行会員 ◇杉山遼会員 ◇鈴木眞一会員 

◇鈴木豊茂会員 ◇中山隆弘会員 ◇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 1208回(件数) 合 計 

Ｒ . 財 団    8件 ￥23,200 

◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 ◇円城寺広明会員 

◇大野勉会員 ◇親松明会員 ◇佐藤達弥会員 

◇志村幸男会員 ◇鈴木眞一会員 ご協力有難うございました。 

【米山記念奨学委員会】       梶 俊夫 委員長 

 1208回（件数） 合計 

米山記念奨学 8件 ¥43,000 

◇梶俊夫会員【寒くなりました】 

◇志村幸男会員【北欧に行ってきました。 

ノーベルチョコレートをどうぞ】→ 

◇鈴木昭弘会員【今月は米山月間ですね】 

◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 ◇円城寺広明会員 

◇大野勉会員 ◇親松明会員  ご協力有難うございました。 

【親睦活動委員会】               志村 幸男 委員長 

先週の移動例会（誕生日会）の収支報告。 

収入：164,931円  支出：161,374円  残金：3,557円 

【社会奉仕委員長会議報告】         鈴木 昭弘 委員長 

9月 22日 15：00～17：00  メモワール 

プラザで行われた会議の報告です。 

湯川ガバナーやパストガバナーのご挨 

拶の後、地区社会奉仕委員長の木村 

様より、九州北部災害の義援金のことで、 

2590地区は 8月末に 200万円を送金 

したとの報告がありました。また、来年 2 月 11 日には、今年臼

井会員が直前の怪我で参加を見送ったチャリティーマラソンが、

開かれます。来年こそは、また臼井会員にチャレンジしていた

だきたいです。 

続いて地区社会奉仕委員の大和様より、今回の会議に先立っ

て行われた社会奉仕活動のアンケート報告があり、大まかな

内容としては、57 クラブある総事業数は、209 件で、数は減少

しているが質がアップしているとのことでした。継続している事

業が多く、91 件、また地区補助金を活用しての事業が 27 件と

報告がありました。その後各クラブの活動として、川崎西北ＲＣ，

新横浜ＲＣ，横浜南ＲＣより報告がありました。 

休憩をはさんでグループに分かれて40分程ディスカッションが

行われ、各クラブの現状報告及び課題と展望についてというこ

とでした。特に展望については、横浜南ＲＣのたばこの吸い殻

拾いウォーキングが話題となりました。当初は抵抗があり 16 名

位で始めたことが現在ではローターアクトなどの会員や地区委

員長も含めて 100名以上で盛大に活動しているそうです。 

当クラブの清掃活動に関しては、他クラブと一緒に多人数で行

えば、イメージ向上などの効果もあるのでは、との提案もありま

した。次年度の方に申し送り事項としたいと思います。 

【その他】                       森 啓伊 幹事 

来週のクラブ協議会の件。13：30例会終了後、出席者は 8Ｆに

移動して頂いて開始します。活動計画書をお持ちください。 

【簡単エクササイズ】             指導 杉山 遼 会員 

認知症予防を込めた、今年度より本格的に 

開始したプログラムを会員皆さんで行います。 

 

います。 

 

 

 

 

 

今回は認知症予防を目的とした体操でした。 

皆さん、簡単そうで難しい体操に四苦八苦でした。 

【四つのテスト】                   志村 幸男 会員 

【点  鐘】                       森 茂則 会長 

【会報委員会】                文責：木村 良三 委員長 

 

 

 

 


