第 1214 回
【点

例会記録

平成 29 年 11 月 24 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

鐘】

【例会場】

百合ヶ丘カントリー倶楽部

【S.A.A.】

鈴木

【ソング】

憲治 委員

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
◆大矢 紀様（川崎百合丘ＲＣ）
【会長報告】

大矢紀様（画家）より頂いた
ご自身の絵のカレンダー

地区大会で頂いた増強に関する
１位と２位の表彰状

森 茂則 会長
★その他

１．ガバナー事務所より

◎米山記念奨学会へ「普通寄付免税領収書」を申請しまし

９月に行われた米山委員長

た。確定申告時にお使いください。

会議でのアンケートの集計がメール添付で届く。

◎12 月 1 日の年次総会について、委任状は全員へメール

２．「しんゆり芸術祭 2018」より第２回実行委員会のお知らせ

か fax で送ってあります。

12 月 13 日(水)18：30～ 区役所４F

【出席委員会】

３．藝術の街研究会より
「文化の風コンサート」10 年の記録冊子が送られる。
４．NPO「かものはしプロジェクト」より
子どもが売られる問題についての講演依頼が届く。
５．12 月のロータリーレート

宇津木 茂夫 委員

例会数

会員

出席

欠席

1214 回

32

21

11

1213 回

32

23

9

0

71.9％

1212 回

32

19

13

―

100％

出席率
65.6％

※1212 回地区大会 全員登録

１ドル＝112 円（11 月は 114 円）
【幹事報告】

修正

【ニコニコ委員会】

森 啓伊 幹事

大野

勉 クラブ奉仕委員長

第 1214 回(件数)

★例会変更
ニコニコ

◎川崎北 RC

20 件

合 計
￥21,000

◆11/29(水）夜間例会 点鐘 18：00 クイーンアリス日吉

●お客様

◆12/13(水）移動例会 点鐘 12：30 リストランテフィオーレ

◇大矢 紀様(川崎百合丘RC) 【久しぶりに伺いました。よろしく】

◆12/20(水）年忘れ家族会 点鐘 18：00 インターコンチネン

●会員

タルホテル ◆12/27(水）休会

◇志村 幸男 会員【大矢紀様ようこそ】

第１２１５回例会１２月 １日（金）

理事役員会⑥、年次総会

ホテルモリノ

第１２１６回例会１２月 ８日（金）

招聘卓話

ホテルモリノ

第１２１７回例会１２月１５日（金）

会員ショート卓話

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

◇長瀬 敏之会員【かぜをひいて2週間声が出ません。

になってしまいました。悪い
例だと思います。

体調、きをつけて】
◇森茂則会長 ◇森啓伊幹事 ◇青戸慶太会員

また主治医からもお叱りを受

◇臼井勉会員 ◇宇津木茂夫会員 ◇円城寺広明会員

けました。皆さんはその様な

◇大野勉会員 ◇親松明会員 ◇川崎航会員

事のないようにしてくださ

◇黒木啓太郎会員 ◇佐々木範行会員 ◇鈴木昭弘会員

い。引き続き社会奉仕活動

◇鈴木憲治会員 ◇鈴木眞一会員 ◇鈴木豊成会員

などもがんばっていきたいと

◇中山隆弘会員 ◇雪井洋子会員

思います。宜しくお願いしま

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 1214 回(件数)

合 計

2件

￥3,000

Ｒ.財団

す。有難うございました。
【四つのテスト】

川崎 航 会員

【点

森 茂則 会長

鐘】

【会報委員会】

文責：宇津木 茂夫 会員

◇円城寺広明 会員 ◇佐々木範行 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】

長瀬 敏之 国際奉仕委員長

1214 回（件数）

合計

2件

¥21,000

米山記念奨学

◇鈴木憲治 会員【来年米山記念奨学会 50周年を迎えます。】
◇円城寺広明 会員

ご協力ありがとうございました。

【親睦家族委員会】

志村

幸男 委員長

（クリスマス家族会について）
１２月２２日（金）例会 １８：００から
クリスマス家族会１８：２０からになりました。
会費については、メールの内容通りです。
プレゼントは、１２月１５日（金）までに持参願います。
●各会員

一人３，０００円以上のもの１点

●会長・幹事・五大奉仕委員長は、上記とは別に
豪華プレゼントを １点
【無事に復帰しました。
】

川崎

航

会員

この度はご心配と多大なるご迷惑を、１か月以上
にわたりかけてしまい申し訳ありませんでした。
２週間ぐらいのリハビリを終え１１月の初旬に無事
退院しまして、先週から会社に復帰しました。
９月２５日朝に調子が悪く、ろれつが回りにくかっ
たので脳梗塞かなと感じながら、仕事が立て込ん
でいたこともあり、病院に行けたのが９月２９日（金）

【社会奉仕委員会】

鈴木

昭弘 社会奉仕委員長

例会後に新百合ヶ丘駅周辺の清掃活動を行いました。（タバコ
の吸い殻のポイ捨ては、だいぶ減ってきていましたが、飲料水
の空き缶やペットボトルなどは、多かったようです）

