
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 

第１２１２回例会 １１月１０日（金）・１１日（土）地区大会   横浜パシフィコ 

 

 

 

【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】  ロータリーソング『それでこそロータリー』 

【ゲスト・ビジター紹介】         森 茂則 会長 

◇第３Ｇガバナー補佐 

  奥原 章男 様 

（川崎西北 RC） 

◇白井 勇 様（川崎 RC） 

 

<奥原章男様コメント> 

「本日はガバナー公式訪問の前に行われるクラブ協議会で訪問しました。

今、地区大会の準備で忙しくしております。先日おこなわれたチャリティ

ーコンサートは当初、中々人数が集まりませんでしたが、開催時には定

員を超える人数になり、盛大に行われました。11月10日、11日の地区大

会当日はどうぞよろしくお願いいたします。」 

【例会当日誕生日の会員へ】     志村 幸男 親睦委員長 

本日１０月１３日誕生日の梅澤馨会員と、６月２日の例会日が

誕生日だった蓬田忠会員へ 

森会長よりバースデイケーキ 

が 渡されました。 

<梅澤会員コメント> 

「本日は有難うございます。古稀 

を迎えました。目標としては傘寿 

まで例会に出席できる様に頑張 

ります。宜しくお願いします。」 

【会長報告】               森 茂則 会長 

１．地区大会 新会員登壇の案内 

本会議当日（11/11）15：50～16：00集合 15：20 地下１階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．ガバナーより  門間会員への新会員記念品が贈られる。 

３．10月 4日に行われたチャリティディナーショーの出席お礼

が届く。ポリオ撲滅の募金は 33万円との報告。 

４．ハイライト米山 211号がメールで送られる。 

５．藝術の街研究会より  

「文化の風」ファイナルコンサートの実施報告と挨拶  

６．禅寺丸柿まつりの案内 

10月 21日（土）10：00～15：00 柿生駅前広場 

７．しんゆり芸術祭実行委員会より 

9/28に行われた第１回委員会開催の報告と森茂則会長

の実行委員委嘱状が送られる。  

※チェリスト 森田啓祐さんの件  

クリスマス会に出演していただくことになりました。お兄様と

妹さんの３名で演奏されるということです。 

※先月末に川崎会員が入院されました。急なことでしたので、

都内の病院でしたが、現在は梶ヶ谷の病院に転院され、リ

ハビリ治療を行っています。経過は良好です。 

【幹事報告】               森 啓伊 幹事 

★会報が届いております。 

◎新川崎 RC  第 1087回 9/6～第 1081回 9/27 

 

 

 

 

 

 

第 1209回 例会記録 平成 29 年 10月 13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 

  
奥原章男ガバナー補佐     白井勇 様 

 

［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 

 

 

奥原章男ガバナー補佐

より門間亜砂子新会員

へ記念品が手渡される 

<門間会員のコメント> 

このような素敵な物を

頂いて有難うございま

す。大事に使わせて 

いただきます。 



【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 

1209回 32 29 3 - 90.6% 

1208回 32 24 8 2 81.3% 

1207回 32 23 9 4 84.4% 

9月の出席率報告 90.1％ 

【ニコニコ委員会】         碓井 美枝子 委員長 

 第 1209回(件数) 合 計 

ニコニコ    31件 ￥35,000 

●お客様 

◇第３グループ ガバナー補佐（川崎西北RC）奥原章男様 

【本日はクラブ協議会です。どうぞよろしくお願いいたします】 

◇白井勇様（川崎RC） 

【いつもお世話になります。宜しくお願いいたします】 

●会員 

◇森茂則会長、◇森啓伊幹事 【奥原ガバナー補佐ようこそ、 

協議会よろしくお願いいたします。】 

◇大野勉会員、◇志村幸男会員、◇鈴木豊成会員、◇山下 

俊也会員 【奥原ガバナー補佐、本日よろしくお願いいたします。】 

◇佐藤忠博会員、◇鈴木昭弘会員 

【奥原ガバナー補佐、ご来訪ありがとうございます。】 

◇梅澤馨会員【今日誕生日です】 

◇梶俊夫会員【寒くなりました、風邪を引かないように！】 

◇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 ◇親松明会員 

◇木村良三会員 ◇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 ◇鈴木憲治会員 

◇鈴木眞一会員 ◇長瀬敏之会員 ◇中山隆弘会員 

◇藤本隆会員 ◇門間亜沙子会員 ◇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 1209回(件数) 合 計 

Ｒ .財団    3件 ￥17,200 

◇梶俊夫会員 ◇鈴木憲治会員 ◇鈴木眞一会員 

ご協力有難うございました。 

「来週、地区のロータリー財団の方に卓話をお願いしています

ので、ご出席のほどお願いいたします。」 

【米山記念奨学委員会】       梶 俊夫 委員長 

 1209回（件数） 合計 

米山記念奨学 3件 ¥31,000 

◇鈴木憲治会員【米山月間です】 

◇鈴木豊成会員【今月は米山月間です】 

◇鈴木眞一会員    ご協力ありがとうございました。 

【地区大会の件】        志村 幸男 会員 

「ロータリー子供美術展」ということで、 

2590地区ロータリアンの美術親睦活 

動グループ（代表：箕田敏彦パストガ 

バナー）で活動を行っています。 

毎年、地区大会においてホワイエで 

展示をしています。4回目の今年もロ 

ータリアン家族の未就学児の作品提出をお願いいたします。

これはロータリアンを支える家族の方にも地区大会への関心を

持って頂き、明日を担う子供達の夢のパワーを感じとって頂き

たい、との主旨から企画をしております。 

未就学児の子供達に画用紙に絵などを描いていただき、今月

下旬までに作品を提出して頂きたと思います。各クラブで5名

ほどお願いします。会費は１点につき3000円、手数料1000円、

これはクラブの方で捻出できないか検討します。 

【四つのテスト】            佐藤 忠博 会員 

【点  鐘】             森 茂則 会長 

【会報委員会】           文責：木村 良三 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇川崎航会員お見舞い 

入院中の川崎航会員へ例会、クラブ協議会後にお見舞いに行って

まいりました。お顔色もよく、順調に回復に向け頑張っておられました。

改めて健康な体のありがたさや家族の支えなどお話しをしてまいりま

した。どうぞお体を休め、治療に専念なさってください。(木村・記) 

 

【クラブ協議会】 

2590地区第3グループ 奥原ガバナー補佐にご出席いた

だきまして、例会後 ホテルモリノ８F椿の間にてクラブ協

議会を行いました。 

 

 

 

 

 

会長はじめ各委員長の今年度の方針・計画を活動計画書

を基に順次発表しました。 

最後に奥原ガバナー補佐よりまとめとして、増強に関する

こと、どのようにすれば魅力あるクラブになるか、各クラブの

状況などを例にあげて話されました。 

 

 


