第 1211 回

例会記録

平成 29 年 10 月 27 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

〔ガバナー公式訪問〕 例会
【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
『友達になろう』
『四つのテスト』
【ゲスト・ビジター紹介】

森 茂則 会長

◆第 2590 地区ガバナー 湯川孝則様（横浜西 RC）
◆第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 奥原章男様（川崎西北 RC）
◆第 2590 地区副幹事

瀬戸恒彦様（横浜西 RC）
全会員拍手で湯川ガバナーをお出迎え

４．ロータリー親睦テニス会の案内
11 月 14 日（火）9：30 集合 湘南ローンテニスクラブ
５．麻生区少年野球連盟より
学童軟式野球新人戦大会 のお知らせ
（右より）湯川ガバナー、奥原ガバナー補佐、瀬戸地区副幹事

【会長報告】

11 月 5 日（日）開会式

片平球場

６．クリスマス会で演奏して頂くチェリスト 森田啓祐さんが 11

森 茂則 会長

月 17 日の例会（モリノにて）にみえます。

１．ガバナー事務所より
①第 109 回ロータリー国際大会のお知らせ

【幹事報告】

2018 年 6 月 23～27 日 カナダ トロントにて ※詳細は後日

森 啓伊 幹事

◎川崎百合丘 RC 例会変更

②当クラブは昨年度の会員増強伸び率優秀クラブとして第

◆11/11(土）地区大会 パシフィコ横浜

１位、会員純増数が第２位、とのことで地区大会にて登壇

◆11/14(火）ガバナー公式訪問

し、表彰されるとのことです。

◆12/17(日）インターアクト年次大会

③梅澤会員が、R 財団メジャードナー代表者として、地区大

◆12/19(火）年末家族会 18：00 点鐘 ◆12/26(火）休会

会で表彰されます。

◎川崎高津 RC 例会変更

２．11 月のロータリーレート １ドル＝114 円

◆11/9(木)⇒11/11(土)地区大会

３．9 月に行われた韓日親善会議 出席（鈴木憲治会員）のお

◆11/23(木)、11/30(木)休会

礼が届く。
第１２１２回例会１１月１０日（金）・１１日（土）

地区大会

横浜パシフィコ

第１２１３回例会１１月１７日（金）

理事役員会⑤

ホテルモリノ

第１２１４回例会１１月２４日（金）

社会奉仕活動

百合ヶ丘カントリー倶楽部

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

［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

ホテルモリノ

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

【出席委員会】

杉山 遼 委員長

例会数

会員

出席

欠席

修正

1211 回

32

24

8

1210 回

32

23

9

7

93.8％

1209 回

32

29

3

1

93.8％

75％

【ニコニコ委員会】

藤本 隆 委員

第 1211 回(件数)
ニコニコ

出席率

合 計

27 件

￥42,000

湯川ガバナーのご紹介（下記）
をされる奥原ガバナー補佐

【卓

話】

プロジェクターの操作をされる瀬戸様

第 2590 地区ガバナー

ご自身と当クラブとの関係を話された
後、パワーポイントの映像に従って、

●お客様
◇湯川孝則ガバナー（横浜西RC）【今日はお世話様になりま
す。川崎麻生RCの皆様方と熱く語りながら、クラブと地域と
が調和のとれた活性化に向かって、共に進みたいと思いま
す。よろしくご指導、ご助言をお願いします。】

今年度のＲＩのテーマやガバナーテ
ーマ、「ともに語ろうロータリー」などを
分かりやすく熱心に話されました。
8 月のタウンニュース横浜版に掲載され

◇奥原章男ガバナー補佐（川崎西北RC）【今日は晴れのガバ
ナー公式訪問です。どうぞよろしくお願いいたします。】

た湯川ガバナーの紹介記事（抜粋）

◇瀬戸恒彦地区幹事（横浜西RC）【本日はお世話になります。
よろしくお願いいたします。】

「新入会員が達成感を感じられるような

●会員

る、種蒔きができれば」と語る。

◇森茂則会長 ◇森啓伊幹事 ◇大野勉会員

○今年度、地区テーマに掲げたのは「と

【湯川ガバナー 本日はよろしくお願いいたします】
◇その他21名の会員から頂きました。（氏名省略）
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 1211 回(件数)
Ｒ.財団

湯川孝則様

4件

○今年度、最大の課題は会員の増強。
仕組みを作りたい。後の世代につなが

も
もに語ろうロータリー 友達になろう」。「ともに」の意味は２つ。「ロ
に
ータリアン同士みな平等。皆が同じ目線・土俵で『共に』熱く語ろう
ということ」とその意図を力強く語る。もうひとつは『友に』。「ＲＣの
原点は友情と理解。職場、趣味の友人とＲＣについて語ることで
活動を理解してもらい、認知度向上につなげる」

合 計

○横浜市緑区に本社を置く食品包材・食品容器の（株）シンメイ

￥5,000

で代表取締役会長を務める。もともと会社があったのは東京・蒲

◇臼井 勉会員 ◇円城寺 広明会員 ◇親松 明会員

田。青年会議所（ＪＣ）を経て東京のＲＣに入会したが、会社の本

◇鈴木眞一会員

社機能移転を機に、横浜西ＲＣに転籍した。仕事では２代目社長

ご協力ありがとうございました。

【米山記念奨学委員会】
米山記念奨学

梶

俊夫 委員長

として大阪、名古屋、上海に拠点をつくるなど業務拡大にまい進
した。根底にあったのは、下請け会社として舐めた辛酸。「下請け

1211 回（件数）

合計

は立場が弱い。自分たちで値段が決められる商品を作りたかっ

4件

¥19,000

た」。今では独自新製品を数多く開発し、誰もが知る大手とも対等

◇蓬田 忠会員【沖縄糸満市へ行って、亡き父の慰霊碑に
手を合わせて参りました】
◇円城寺広明会員 ◇親松

な立場で取引ができるようになった。
○25 歳の時、19 歳の妻と結婚。３人の子と孫５人に恵まれた。

明会員 ◇梶 俊夫会員

趣味は「クラブチャンピオンにも

ご協力ありがとうございました。

なったことがある」というゴルフ。

【四つのテスト】
お越し頂き有難うございました
老沼 純 会員
【点 鐘】
森 茂則 会長
【会報委員会】
文責: 宇津木 茂夫 会員

