第 1219 回
【点

鐘】

【例会場】

例会記録

回 例会記録 平成 20 年 5 月 30 日(金) S.A.A 委員長 森 茂則
５．鈴木昭弘社会奉仕委員長より
森 茂則 会長
柿生小学校に環境美化ポスターの依頼をする件
柿生「とん鈴」

【S.A.A.】
【ソング】

平成 30 年 1 月 12 日（金） S.A.A 委員長 蓬田 忠

蓬田

忠 委員長

国歌『君が代』 ロータリーソング『奉仕の理想』

【ゲスト・ビジター紹介】

森 茂則 会長

◆なし

校長先生の了解を得て、２月中に制作、桜まつりに
間に合わせる。

【了承】

６．次年度スケジュールの件

大野会長エレクト

２月２日に発表できるようにする。
【会長報告】

【今月の誕生日】

志村 幸男 親睦委員長

<会員> 親松 明会員（3 日）
、臼井 勉会員（6 日）
、
青戸慶太会員（17 日）
、佐藤達弥会員（25 日）
、
鈴木昭弘会員（26 日）
、中山隆弘会員（26 日）
<奥様>長瀬美紀子様（長瀬敏之夫人）

森 茂則 会長

1. ２０１８年１月のロータリーレート １ドル＝１１４円
2. ガバナー事務所より
①９月１４日付でお知らせした「難病と闘う女の子」への募金は
目標額３億 1,000 万円近くが集まったとの報告。
②ガバナー会より「姉妹クラブ・友好クラブアンケート」への協

山下紀美子様（山下俊也夫人）

力依頼

森 康子様（森 啓伊夫人）

③2018-19R 財団プログラムに参加するためのクラブ参加資格

【代表で鈴木昭弘会員のコメント】

認定：覚書（MOU）提出依頼。

有難うございます。入会して初めて

④トロント国際大会日本人朝食会の案内が届いています。

の誕生日の挨拶です。中山会員と

3. 青少年指導者養成プログラム（RYLA）の申込期間の延長

同じ 1 月 26 日が誕生日です。

の案内
【第 7 回理事・役員会報告】

【了承】

森 茂則 会長

１．職業奉仕委員会職場訪問の件 川崎職業奉仕委員長

申込み締切：１月２６日

4. ロータリー国際囲碁大会の案内
４月２２日（日）9：00 受付 会場：日本棋院会館

２月９日（金）読売ジャイアンツ球場 視察・見学
12：30点鐘 グリーンクラブ「天安」

【継続】

２．事務員面接について 現会長、幹事、次期会長で面接。
※面接日を決める。
３．IM2/27（火）の振替日の件

【了承】
鈴木昭弘プログラム委員長

2月16日例会は休会とする。
４．クリスマス会収支報告 志村親睦委員長

【了承】
【保留】

第１２２０回例会 １月１９日（金）幹事の日
第１２２１回例会 １月２６日（金）会員ショート卓話

百合ヶ丘カントリー倶楽部
百合ヶ丘カントリー倶楽部

第１２２２回例会 ２月 ２日（金）会員ショート卓話

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
［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

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

【幹事報告】

森 啓伊 幹事

【会長幹事会の報告】

◆例会変更 ○横浜本牧RC

森 茂則会長

会員増強について（別紙参照）

2/8（木）休会、

入会の動機、クラブの雰囲気（自分の居場所を見つけられる）、

2/14（木）３クラブ合同例会

増強のメリット、例会の工夫、趣味の同好会、他クラブとの交流、

※米山と R 財団寄付の確定申告用領収

若い会員の増強参加、など等。

証は１月末か２月始めに送られてきます。
【四つのテスト】

※あさお区民まつりの報告書が届いています。
【出席委員会】

杉山 遼 委員長

例会数

会員

出席

欠席

修正

1219 回

32

30

2

1218 回

32

32

1

1

100％

1217 回

32

27

9

4

84％

碓井 美枝子 委員長

第 1219 回(件数)

合 計

30 件

￥30,000

●会員
◇森茂則会長 ◇森啓伊幹事【明けましておめでとうございます】
◇碓井美枝子会員【明けましておめでとうございます。
みなさん健康でまた１年間過ごしましょう】
◇大野会員【行ってきました。箱根駅伝、伊勢、奈良、京都、
富山、1650km】
◇梶会員【おめでとうございます】
◇川崎会員【本年度もよろしくお願い致します】
◇佐藤忠博会員【花井さん、今年も奮闘を期待します】
◇鈴木昭弘会員【本年も宜しくお願い致します】
◇鈴木憲治会員【謹賀新年、新しき年の初め、ご挨拶申し上
げます】
◇長瀬会員 ◇花輪会員【あけましておめでとうございます】
◇山下会員 ◇雪井会員【今年もよろしくお願いいたします】
◇蓬田会員【身体に気をつけて一年頑張りましょう】
◇他、16名の会員からご協力いただき、有難うございました。
【職業奉仕委員会】

川崎 航 会員

2月9日（金）職場訪問で、ジャイアンツ球場見学を行います。
12：30点鐘 「天安」で例会、食事 ※駐車場あり
13：30～ 見学

15：00 解散

鐘】

【会報委員会】

森 茂則 会長
文責：鈴木 眞一 委員

94％

【ニコニコ委員会】

ニコニコ

出席率

【点

山下 俊也 会員

の予定です。

【次年度スケジュール】

大野次年度会長

次年度スケジュール試案を確認しておいてください。
（鈴木憲治会員作成）
【プログラム委員会】

鈴木 昭弘 会員

1/19 は「幹事の日」で幹事卓話、1/26 は会員ショート卓話、特
に新会員の方にお願いする予定です。
２月１６日休会 （2 月 27 日の IM 振り替えのため）

志村 幸男 親睦委員長

