第 1229 回
【点

例会記録

平成 30 年 3 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

鐘】

【例会場】

百合ヶ丘カントリー倶楽部

【S.A.A.】

青戸

【ソング】

慶太 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】
◆川崎 RC

森 茂則 会長

白井 勇 様

【会長報告】

【出席委員会】

森 茂則 会長

１． ガバナー事務所より
ロータリー平和フェロー候補者
募集の案内
2． ロータリー・インターナショナルより

例会数

会員

出席

欠席

1229 回

32

25

7

1228 回

32

25

7

5

93.8％

1227 回

32

23

9

8

96.9％

【ニコニコ委員会】

2018 年トロント国際大会の代議員信任状提出の案内
ニコニコ

百合丘 RC 玉井勝重会員の奥様 政子様（享年 83 歳）
（月）9:40～11:00 かわさき北部斎苑
4． チェリストの森田啓祐さんより 4 月 8 日のリサイタルプログ
ラムに、後援として当クラブの名前を記載。（会長承認）

修正

出席率
78.1％

鈴木 昭弘 社会奉仕委員長

第 1229 回(件数)

3． 訃報
3 月 17 日ご逝去 通夜 3/25（日）18:00～ 告別式 3/26

杉山 遼 委員長

21 件

合 計
￥21,000

●お客様 ◇白井 勇様（川崎RC）
【いつもお世話になります。よろしくお願いします】
●会員
◇梅澤馨会員【桜が咲いてきました】
◇大野勉会員【今日は社会奉仕、お疲れ様です】

【幹事報告】

森 啓伊 幹事

◇梶俊夫会員【間税会のゴルフお世話様でした】

◆例会報告

◇鈴木昭弘会員【本日ポスター貼り宜しくお願い致します】

○川崎高津南 RC

◇森茂則会長 ◇森啓伊幹事 ◇臼井勉 会員

●4/9(月)⇒4/7（土） 献血運動

◇宇津木茂夫会員 ◇円城寺広明会員 ◇親松明会員

●4/16（月）⇒4/20(金)4 クラブ合同例会

◇木村良三会員 ◇黒木啓太郎会員 ◇佐藤達弥会員

○川崎高津 RC
○神奈川 RC

●4/19(木)⇒4/20(金)4 クラブ合同例会
●4/30(月)休会

●6/11(月)夜間例会 点鐘 18:00「創立 58 周年記念例会」

◇杉山遼会員 ◇鈴木憲治会員 ◇鈴木眞一会員
◇鈴木豊成会員 ◇長瀬敏之会員◇門間亜砂子会員
◇山下俊也会員

以上、ご協力ありがとうございました。

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）麻生川沿道清掃、お花見例会

柿生「とん鈴」

第１２３２回例会 ４月２０日（金）会員ショート卓話

百合ヶ丘カントリー倶楽部

［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

【ロータリー財団委員会】
●第 1229 回 １件 ￥1000

鈴木 眞一 委員長
◇大野勉会員
ご協力ありがとうございました。

【米山記念奨学委員会】
●第 1229 回 １件 ￥1000

梶

俊夫 委員長

◇大野勉会員
ご協力ありがとうございました。

【社会奉仕委員会】

鈴木 昭弘 委員長

<本日はポスター貼り> 例会終了後、ラミネートされた小学生
のポスターを駐車場でパネルに貼って頂いて、最終的には麻

【その他】

●来週は第五週につき、休会となります。その次は４月６日で、
理事役員会があります。
●会長幹事ご苦労様会の出欠返事を早めに出してください。
●4/1地区研修協議会の出席者名簿に載っている方は１０時
２０分にJR町田駅改札に集合してください。独自で行かれる
方は連絡してください。
●新会員のさらしを廻しました。
木村 基様 野村證券㈱新百合ヶ丘支店長

生川沿いに設置します。 宜しくお願い致します。

【四つのテスト】

【ＰＥＴＳ（会長エレクト研修）報告】

【点

大野 勉 会長エレクト

各担当委員

鐘】

【会報委員会】

社会奉仕活動

木村 良三 会員
森 茂則 会長
文責：川﨑 航 委員

麻生川 沿道ポスター貼り

柿生小学校の子供達に描いてもらった環境美化のポスター
を、お花見で賑わう麻生川沿道に設置しました。

先週金曜日（3月9日）会長エレクト研修に行ってきました。当
日は３名の会長エレクトが欠席でした。
次年度の国際ロータリー会長は、バハマ諸島のRCに所属され
ています。次年度は、インスピレーションということで、ひらめき
や思いつきを大切にするとのテーマです。
次年度2590地区の金子ガバナーは、それぞれが輝くロータリ
ーとの主旨で、自らの行動でクラブの可能性を広げようと言わ
れています。
それは、①魅力あるクラブ作りに向けて計画に取り組みましょう。
②研修の拡充と各会合などへ積極的に参加しましょう。③会員
増強とクラブの拡大に努めましょう。新しい職業、若い世代、熟
年世代、ロータリーファミリーなど、様々な可能性に賭けてくだ
さい。目標として、会員５０名以下のクラブは純増１名、５１名以
上のクラブは純増２名、と言われています。
④公共イメージの認知度の向上を図りましょう。広報活動を充
実させ、またグローバルな意味での世代を変える構造を推進
しましょう。⑤ロータリー財団とロータリー米山記念奨学会への
寄付を次年度もお願いしたい。⑦ロータリー賞にチャレンジし
ましょう。
その他は、クラブ会長の任務の心構えについて、戦略計画に
ついて、拡大増強について、青少年奉仕について、米山記念
奨学事業について、ロータリー財団について、などそれぞれの
委員長やパストガバナーが話されました。
昼食後、グループ討議があり、会員数30～40名のクラブでの
話合いをしました。驚いたことに２５９０地区に会費がかなり高
額（当クラブの２倍以上）のクラブがあることに驚きました。
以上、細かい事は後日お話しいたします。

事前に例会場の駐車場で下準備

