第 1224 回
【点

例会記録

平成 30 年 2 月 23 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
４．ハイライト米山 215 号がメールで届いています。

鐘】

【例会場】

新百合ヶ丘『旭 鮨』

【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

◆中島 健児 様（川崎百合丘 RC）※フロントメーキャップ
【会長報告】

森 茂則 会長

５．３月のロータリーレート １ドル＝１０８円
【幹事報告】

森 啓伊 幹事

◆例会変更
○川崎マリーン RC
★3 月 22 日(木)移動例会
アルテリーベ 点鐘 18：30
★3 月 29 日(木)休会
○川崎幸 RC
★3 月 2 日(金)⇒2 月 27 日（火）IM 開催
★3 月 30 日(金)休会
○川崎中原 RC
★3 月 15 日⇒22 日(木)職場訪問移動例会
★5 月 3 日⇒10 日(木)に変更 ホテル精養軒
○川崎高南 RC

１． ガバナー事務所より
①会長エレクト研修セミナー（PETS）開催の案内
３月１６日（金）9：00 登録開始～16：00 まで
※3/9 までに送金

★4 月 16 日（月）⇒14 日(度) 献血運動
◆例会場変更
川崎北 RC 4 月 4 日（水）より

②地区研修協議会の案内
４月１日（日）12：30～17：45 聖光学院中・高等学校
③2020-21 ガバナーノミニー指名に
吉田隆男氏（神奈川東 RC）を指名しました。
④台湾東部地震 支援への協力依頼

★3 月 26 日（月）⇒27 日(火) 移動お花見例会

期日３月５日（月）

２．川崎西北 RC より 創立 45 周年記念式典の案内
4 月 26 日(木)16：00～ 登戸「柏屋」にて
３．奥原ガバナー補佐より 第３グループ親睦ゴルフについて

新例会場

二子玉川 エクセルホテル東急

Tel：03-3700-1093 Fax：03-3700-1098
【出席委員会】

杉山 遼 委員長

例会数

会員

出席

欠席

修正

1224 回

32

26

6

1223 回

32

23

9

3

81.3％

1222 回

32

30

8

2

81.3％

81.3％

近日中に組合せ表を送るとのことです。（14 組）
第１２２５回例会 ２月２７日（火）インターシティミーティング

エポック中原

第１２２６回例会 ３月 ２日（金）理事役員会⑨、招聘卓話（麻生区長） ホテルモリノ
第１２２７回例会 ３月 ９日（金）招聘卓話（麻生消防署長）

出席率

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 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
第 5・金曜日 休会または移動例会または百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F 12：30〜13：30 TEL：044-951-1322

◇森茂則会長 ◇森啓伊幹事 ◇臼井勉 会員
◇碓井美枝子会員 ◇梅澤馨会員 ◇円城寺広明会員
◇梶俊夫会員 ◇川崎航会員 ◇黒木啓太郎会員
◇志村幸男会員 ◇杉山遼会員 ◇鈴木憲治会員
◇鈴木眞一会員 ◇鈴木豊成会員 ◇中山隆弘会員
◇花輪孝一会員 ◇藤本隆会員 ◇門間亜砂子会員
◇山下俊也会員 ◇蓬田忠会員
杉山出席委員長

【ニコニコ委員会】

碓井 美枝子 委員長

第 1224 回(件数)
ニコニコ

碓井ニコニコ委員長

26 件

合 計
￥27,000

以上、ご協力ありがとうございました。
【プログラム委員会】

鈴木 昭弘 委員長

来月３月の予定
・３月２日 北沢麻生区長の招聘卓話

●会員

・３月９日 山本麻生消防署長の招聘卓話

◇大野勉会員【創立記念例会おめでとうございます】

・３月１６日 会員ショート卓話（指名させていただきます。）

◇親松明会員【おさきに帰ります】

・３月２３日 ＰＥＴＳの報告

・３月３０日 休会（取消規定）

◇木村良三会員【佐々木会員 龍角散ありがとうございました】
◇佐々木範行会員【17日、幸子にお花を有難うございました】

【四つのテスト】

藤本 隆 会員

◇鈴木昭弘会員【盛大にお祝い頂きありがとうございます】

【点

森 茂則 会長

◇長瀬敏之会員【人間ドック以来、出が悪く体調不良です】

【会報委員会】

鐘】
文責：木村

良三 委員長

創立２６周年記念祝賀会 及 び 例会当日誕生日祝い
担当：志村幸男 親睦委員長

お祝いを受ける左・鈴木昭弘会員と右・中山隆弘会員（右は志村親睦委員長）
（共に１月２６日の例会日当日が誕生日でした。）

長瀬会員が持参した当クラブ創立
当時のロースターを紹介する
大野勉会長エレクト

