第 1220 回
【点

例会記録

平成 30 年 1 月 19 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.】

蓬田

【ソング】

忠 委員長

ロータリーソング『我等の生業』

【ゲスト・ビジター紹介】

森 茂則 会長

◆なし

梅澤馨会員（中）、鈴木憲治会員（右）

【会長報告】

鈴木豊成会員（右）

森 茂則 会長

1. 次年度のロータリーテーマが発表

○川崎マリーン RC ・2/15 創立記念夜間例会
川崎日航ホテル 18：00 点鐘

されました。(写真右)
2. 川崎高津 RC の元会員 細谷和彦
様が 1/10 にご逝去のお知らせ。
3. 米山記念奨学会より鈴木憲治会員
と梅澤馨会員へ米山功労者賞が贈
られました。鈴木憲治会員へはピン
バッジも贈られています。
4. ロータリー財団より 鈴木豊成会員へポールハリスフェローの
ピンバッジが贈らました。
5. ガバナー事務所より次期会長用の冊子と職業奉仕に関する

・2/22(木)⇒2/27(火)IM に参加
○川崎南 RC ・2/13（火）休会 ・2/27(火)IM 参加
・3/20（火）休会
○横浜本牧 RC ・2/8(木)休会 ・2/14(木)３クラブ合同例会

【出席委員会】

宇津木 茂夫 委員

例会数

会員

出席

欠席

修正

出席率

1220 回

32

29

3

1219 回

32

29

2

2

100％

1218 回

32

31

1

1

100％

90.6％

DVD が送られています。
6. ハイライト米山 214 号がメールで届いています。

【幹事報告】

森 啓伊 幹事

◆例会変更
○川崎幸 RC ・2/23（金）通常例会に変更
○川崎中央 RC ・1/29（月）通常例会に変更
・2/26（月）⇒2/27(火)IM に参加
○川崎高津 RC ・2/22(木)⇒2/27(火)IM に参加

第１２２１回例会

宇津木茂夫 出席委員

1 月２６日（金）会員ショート卓話

碓井美枝子 ニコニコ委員長

百合ヶ丘カントリー倶楽部

第１２２２回例会 ２月 ２日（金）理事役員会、会員ショート卓話

ホテルモリノ

第１２２３回例会 ２月 ９日（金）移動例会 職場訪問

よみうりランド《天安》

［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

【ニコニコ委員会】

碓井美枝子委員長
藤

第 1220 回(件数)
ニコニコ

合 計

26 件

￥26,000

●会員

【幹事の日】 半期を振り返って

森 啓伊 幹事

本
ニ
コ

◇志村幸男会員【年男、年女、節分参加お待ちしています】

ニ

◇鈴木憲治会員【FaceBookが乗っ取られました。ご免なさい】

コ

◇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
◇梅澤馨会員 ◇大野 勉 会員 ◇親松明会員

委
員

昨年7月7日に「森・森」年度がスタートし、その日にみえ
た奥原ガバナー補佐が最初のお客様で、円城寺会員の入会

◇梶俊夫会員 ◇川崎 航 会員 ◇黒木啓太郎会員

式ではガバナー補佐にロータリーバッジを着けて頂きま

◇佐々木範行会員 ◇佐藤達弥会員 ◇杉山遼会員

した。７月は近隣クラブのお互いの表敬訪問が続きました。

◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木眞一会員 ◇鈴木豊成会員

７月末の例会では、８月からドイツに派遣される交換学

◇長瀬敏之会員 ◇中山隆弘会員 ◇花輪孝一会員

生・竹尾光君の挨拶があり、森会長より当クラブのバナー

◇藤本隆会員 ◇門間亜砂子会員 ◇雪井洋子会員

が渡されました。

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 1205 回(件数)
Ｒ.財団

6件

合 計
￥31,800

◇鈴木憲治会員
【R 財団地区補助金申請者と面接しました】
◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤 馨 会員 ◇大野 勉 会員
◇親松 明 会員 ◇鈴木眞一会員 ◇山下俊也会員
◇雪井洋子会員

ご協力ありがとうございました。

【米山記念奨学委員会】

梶

俊夫 委員長

1205 回（件数）

合計

9件

¥58,000

米山記念奨学

8月はじめ、門間会員の入会式、出席100％会員の表彰を行
いました。交換来日学生のノエル君が来日し、ホストファ
ミリーの木村会員の家で日本の生活がスタートしました。
8月25日に琴平神社で納涼会が開催され、近隣クラブの
方々やご家族で賑わいました。親睦家族委員会の皆さま、
準備などご苦労様でした。
9月に横浜西ＲＣの谷川公一様が地区大会のＰＲでお見え
になり、湯川ガバナーのメッセージをＤＶＤで紹介されま
した。9月末に残念ながらノエル君が帰国することになり
ました。ホストファミリーや関係する各委員の方々には本
当にご苦労様でした。9月第５週例会は移動例会で、誕生
日会をリストランテ・アベーテで行いました。

◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤 馨会員 ◇大野 勉会員

10月は、クラブ協議会、地区Ｒ財団委員会の鈴木正紀様の

◇親松 明会員 ◇志村幸男会員 ◇鈴木昭弘会員

卓話、そして10月27日のガバナー公式訪問を迎え、無事に

◇鈴木憲治会員 ◇山下俊也会員 ◇雪井洋子会員

終えることができホッとしました。日頃練習をした『友達

ご協力ありがとうございました。
【親睦活動委員会】

志村 幸男 委員長

た、新会員の方々が登壇されました。２日間も長時間座り

親睦委員会予算より

続けることが多い経験は初めての事です。11月24日の例会

￥350,594 計上

に、百合丘ＲＣの大矢紀様がみえ、作品のカレンダーや画

② 新年会収支報告

集を頂き、有難うございました。そして病気が快復された

余剰金 ￥30,727 は

川崎会員が例会にみえ、安心しました。例会後は、森会長

麻生ＢＯＸへ入れておきます。
鈴木 昭弘 委員長

や森田啓祐さんのチェロ演奏、ビンゴ等で大いに盛り上が

新百合ヶ丘「旭寿司」にて 18：00点鐘

り、来場者119名、賑やかなクリスマス家族会となりました。
森 茂則会長

１月 10 日に行われた第３グループ会長幹事会の議題の中で、
特に「増強について」の報告がありました。

の好きな新百合ヶ丘駅周辺の清掃活動を行いました。
12月22日のクリスマス会は、大和ヒロシさんのバンド演奏

２月２３日は創立記念移動例会です。

【会長幹事会報告】

11月10日・11日の地区大会では、会員増強伸び率優秀クラ
ブ１位、純増数優秀クラブ２位として表彰されました。ま

① クリスマス会収支報告

【プログラム委員会】

になろう』もきちんと歌う事ができました。

【四つのテスト】
【点

鐘】

【会報委員会】

青戸 慶太 会員
森 茂則 会長
文責：鈴木 眞一 委員

