第 1228 回
【点

例会記録

平成 30 年 3 月 16 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
【幹事報告】

鐘】

【例会場】

百合ヶ丘カントリー倶楽部

【S.A.A.】

青戸 慶太 委員

【ソング】

ロータリーソング『我等の生業』

【会長報告】

森 茂則 会長

１．ガバナー事務所より
①当クラブが推薦したR財団奨学金

森 啓伊 幹事

★例会変更
今回はありませんでした。
★明日の藤本会員送別会に、青少年交
換でドイツへの派遣学生・竹尾光君の
お母様・直子さんと預かっている留学
生ジェニーが来ます。

【出席委員会】

杉山 遼 委員長

応募の３名は、残念ながら合格で
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②台湾ローターアクトクラブ交流会の
案内

3月24日（土）

横浜南RC夜間例会にて

ｖ
③米山奨学生・カウンセラーのオリエンテーションのお知らせ

【ニコニコ委員会】

は早急に連絡してください。
３．川崎高津南RCよりお花見例会の案内

ニコニコ

各クラブ毎に ロータリー財団へ5263円、R米山記念奨学会

３月３１日（土）１２：３０～１５：３０ JAセレサ川崎パーシモンにて
６．しんゆり芸術祭実行委員会より 第４回実行委員会開催の
案内

４月５日(木)18：30～ 区役所４F会議室

７．ハイライト米山216号がメールで届いています。

22 件

合 計
￥22,000

◇森茂則会長【ガバナー補佐選出にあたり、パスト会長様のご
協力ありがとうございました】
◇梶俊夫会員【先日のロータリーのコンペで３位になりました】
◇佐藤忠博会員【奥原ガバナー補佐 ホールインワンおめで
とうございます】

へ5260円を寄付。
５．麻生観光協会より 「麻生川桜まつり」の開催案内

碓井 美枝子 委員長

●会員

３月２７日（火）18：30～20：30 とうふ屋うかい鷺沼店
４．先日のIMについて 寄付の報告

出席率
78.1％

第 1228 回(件数)

4月21日（土）15：00～19：30 上大岡 ウィリング横浜 12F
２．地区研修協議会の出席者変更について、変更がある場合

修正

◇志村幸男会員【明日は藤本会員の送別会です】
◇鈴木憲治会員【花粉症です】
◇森啓伊幹事 ◇臼井勉会員 ◇碓井美枝子会員
◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 ◇親松明会員
◇黒木啓太郎会員 ◇佐藤達弥会員 ◇杉山遼会員
◇杉山昭弘会員 ◇鈴木眞一会員 ◇鈴木豊成会員

第１２２９回例会 ３月２３日（金）ＰＥＴＳ報告

百合ヶ丘カントリー倶楽部

第１２３０回例会 ４月 ６日（金）理事役員会⑩

ホテルモリノ

第１２３１回例会 ４月１３日（金）社会奉仕活動,お花見例会

焼肉 遊輪 柿生店

［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

◇長瀬敏之会員 ◇中山隆弘会員 ◇門間亜砂子会員

【その他】

◇雪井洋子会員 ◇蓬田忠会員

元青少年交換で来日学生のマリリンからホストファミリ

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

梅澤 馨 会員

ーの３会員へお便りが届きました。
みんなげんきですか？大学のおかげで、私は１月から４月

第 1228 回(件数)

合 計

までスコットランドにいることをおしらせします。私はす

２件

￥3,000

ごくたのしんでいる。すばらしいけしきだから。そして、

Ｒ.財団

私はインドのかいしゃでインターンシップをたいけんする

◇梶俊夫会員 ◇山下俊也会員
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

第 1228 回(件数)

合計

２件

¥3,000

米山記念奨学

◇梶俊夫会員 ◇山下俊也会員

ということをきいてうれしいです。
４月から７月までインド北部にすむので、私はわくわくし
ています。
みんなとすごくあいたいです。
ロータリーのみんなに、私がさびしがっていることを伝え
ておいてください。元気でね、みんな。 マリリンより

ご協力ありがとうございました。
【親睦委員会】

志村

幸男 委員長

【四つのテスト】

明日は藤本会員の送別会です。18：00に琴平会館で行います。

【点

出席者は20名の予定の予定、よろしくお願いいたします。

【会報委員会】

【会員ショート卓話】

中山 隆弘 会員

鐘】

森 茂則 会長
文責：中山 隆弘 委員

長瀬 敏之 会員

藤本隆会員送別会
３月 17 日 18：00～ 琴平会館にて

【イタリア旅行の話】 今回はイタリアの北部へ行ってきました。
ミラノから小さい町や村を訪ねる旅行です。中でもチンクェッテ
という半島に突き出た町は、昔は海からしか行かれなかった所
です。そこは斜面を利用してぶどうの栽培がされていて葡萄酒

右より転勤する藤本会員、アメリカからの留学生ジェニー、竹尾直子さん

が最高に美味しいと言われていますが、オフシーズンのため
観光客も少なく、店も閉店されてワインも飲めず残念でした。
その場所は、ジェノバとラスペッティアのほぼ中間あたりで、そ
この海岸はフランスのニースから続くリビエラと言われています。
宿泊はジェノバで、見学はありませんでしたが良かったです。
パロマではハムが有名で昼食にでたハムは美味しかったです。
この日はボローニャという古い学芸都市に宿泊、世界遺産の

大野会員よりお餞別？⇒

一つですが、どちらかというと私は風光明媚な場所が好きです。
今回行ったトスカーナのオルチャー渓谷は、北海道の富良野
の景色を何百倍にしたような所で、期待に添う場所でした。
しかし北の方にあるサンタマタレーナという所は一日中過ごし
ていたいような景色で、最高の場所でした。
あとはチビッタ・デ・バニョレージョという村は、断崖絶壁の山の
平面な頂上にびっしりと家が建っていて、行った時は雨でした
が下の方には雲海が見えました。どうしてこんな所に集落が出
来たのか不思議です。
これからも来年にでも、旅行の続きをしたいと思っております。

囲炉裏部屋にて

