
第１２３１回例会 ４月１３日（金）社会奉仕活動、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 

第１２３３回例会 ５月１１日（金）（４月２７日は休会）     ホテルモリノ 

 

 

 

【点  鐘】               森 茂則 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【S.A.A.】                鈴木 豊成 委員 

【ソング】  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 

 ◆白井 勇 様（川崎 RC）  

【今月の誕生日】老沼 純 親睦委員 

<会員> ◇碓井美枝子会員(4日） 

 ◇森 啓伊 会員(24日） 

<奥様>  

◇佐藤 成子 様(佐藤 忠博夫人) 

◇鈴木 里香 様(鈴木 昭弘夫人) 

◇親松 恵美子 様（親松 明夫人） 

 

 

 

 

【第１０回理事・役員会報告】           森 茂則 会長 

１.ガバナー補佐選出の件                  【継続】 

２.百合丘 RC４０周年に際して花贈呈の件 

  15,000円の花                       【了承】 

３.米山記念奨学会１００円募金の件            【了承】 

４.新会員入会式の件                        【了承】 

  4月 20日予定（但し、新会員予定者の都合を聞いてから） 

５.会報委員の件   次年度（７月）より会報作成のシステムが

変わります。会報委員がベースを作り、最終的には現花井

事務局員が担当します。                  【了承】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会長報告】              森 茂則 会長 

１．４月のロータリーレート  １ドル＝１０４円  

２．米山梅吉記念館より 

①春季例大祭の案内 4月 21日（土）14：00～ 

②賛助会費（年間一人 3000円）と 100円募金のお願い 

３．川崎幸 RC より IMの DVDが届く。 

４．麻生区少年野球連盟より「第 27回麻生区学童軟式野球 

リーグ戦大会」のお知らせ 

   ４月８日（日）8：00～  片平少年野球場にて  

【幹事報告】              森 啓伊 幹事 

◆例会変更 

○川崎百合丘 RC  

●5/1（火）休会  ●5/22（火）⇒5/25（金）台湾歓迎会   

●5/29（火）⇒5/26（土）創立 40周年記念例会   

●6/26（火）⇒6/27（水）一泊移動例会 会長幹事ご苦労様会 

○川崎西北RC ●4/26(木)４５周年記念例会 ●5/3(木)休会 

○川崎中央 RC ●4/30(月)休会 

○川崎とどろき RC ●4/9（月）、4/30（月）休会 

○川崎幸 RC ●4/20（金）移動例会「防衛省航空整備研究所」 

 

 

 

 

 

 

第 1230回例会記録 平成 30年 4月 6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 

［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 

(碓井会員のコメント) 

昨日は孫の高校入学式でした。あと 

４年で成人式、それまでは健康でいたいと思うようになり、そ

の次は結婚式、と生きる欲がでてきました。 

 

 

 
今月が誕生日など記念日の会員 

 

 



【次年度事務局員ご紹介】       森 茂則 会長 

 

 

 

 

 

 

【出席委員会】            杉山 遼 委員長 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1230回 31 29 2    93.5% 

1229回 32 25 7 7   100.0% 

1228回 32 25 7 6   96.9% 

【ニコニコ委員会】         碓井 美枝子 委員長 

 第 1230回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    27件 ￥27,000 

●お客様 

◇白井 勇様 （川崎RC） 

【今週もお世話になります。宜しくお願いします。】 

●会員 

◇森 茂則会長【2590地区研修会お疲れ様でした】 

◇梅澤 馨会員【はるひ野小学校入学式に参加しました。 

今年は１７５名です】 

◇大野 勉会員【今日は小学校の入学式、月曜日は中学の入

学式です】 

◇梶 俊夫会員【ご無沙汰しています】 

◇鈴木 憲治会員【桜まつりも無事終わりました】 

◇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 ◇円城寺広明会員 

◇老沼純会員 ◇親松明会員 ◇黒木啓太郎会員 

◇佐々木範行会員 ◇佐藤達哉会員 ◇杉山遼会員  

◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木眞一会員  ◇鈴木豊成会員 

◇長瀬敏之会員 ◇中山隆弘会員 ◇花輪孝一会員  

◇門間亜砂子会員 ◇雪井洋子 ◇蓬田忠会員 

     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 1230回(件数) 合 計 

Ｒ . 財 団    8件 ￥45,600 

◇鈴木昭弘会員、◇鈴木憲治会員 

【ポスターはりにご協力ありがとうございました！】 

◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 ◇梶俊夫会員 

◇鈴木眞一会員 ◇鈴木豊成会員 ◇山下俊也会員               

ご協力有難うございました。 

【米山記念奨学委員会】       梶 俊夫 委員長 

 1230回（件数） 合計 

米山記念奨学 7件 ¥53,000 

◇臼井勉会員 ◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 

◇梶俊夫会員 ◇鈴木憲治会員 ◇鈴木豊成会員 

◇山下俊也会員       ご協力有難うございました。 

【プログラム委員会】              鈴木 昭弘 委員長 

来週４月１３日（金）は社会奉仕 

活動で、前回貼った環境美化ポ 

スターの片づけです。 

北島工務店様前に１６時に集合 

してください。 

その後とん鈴にて例会を行います。 

【次年度幹事の報告】          青戸 慶太 次年度幹事               

●会長幹事ご苦労様会の日時は 

5月 20日（日）～21日（月）。 

会場が変更になり、箱根「南風荘」 

です。当日は 18：00～例会、 

18：30～ご苦労様会を予定してい 

ます。集合時間は 16：00頃、翌日 

は朝食後に解散の予定です。 

●労災保険の件  給料を支払っている事業所は法律的に入

らなければいけないので、４月から加入手続きをしました。 

【ロータリー情報委員会】             鈴木 憲治委員長 

●派遣学生の竹尾光君のお母様 

から連絡がありました。藤本会員の 

送別会の折、来日学生のジェニー 

さんと一緒に来られ、ショートステイ 

で２週間ほどお預かりしているとの 

ことでした。 

光君は今年の６月頃に戻ってくる予定です。 

●ロータリー次年度は大きな変化があるようです。 

CLP（クラブリーダーシッププラン）を導入しなければいけない

ように感じています。今まで 11部門の研修会だったのが、8部

門になりました。次年度からクラブ奉仕活動のグルーピングが

変わるようです。また後日お話ししたいと思います。 

●次年度のロースターに皆様のプロフィールが載りますが、変

更のある方は写真も含めて次年度幹事へお伝えください。 

また活動計画書に載せる次年度の委員長方針も資料がありま

すので、書いてください。全体の方針としては、新しい仲間を

増やそう、きちんとした例会運営をしよう、クラブ運営に積極的

に参加しましょう、ということで若い新会員の方々にご協力をお

願いしたいと思います。 

  

 

 

今月４月から事務局員研

修の茗作泰子さんです。 

 

「何も分からないので、よろしく

お願いいたします。」 

 



【健康体操】                         杉山 遼 会員 

足の親指の運動は、いろいろな場面での効果があります。 

足の指が動かないと、膝への負担が大きくなります。 

親指だけ下に向け、残り 4本は上向きにする運動です。 

【四つのテスト】             中山 隆弘 会員 

【点  鐘】              森 茂則 会長 

【会報委員会】             文責：鈴木 眞一 委員 

 

【HIKARU Report】３月月例報告 

ドイツ派遣学生 竹尾 光 

 Guten tag! こんにちは。 ドイツ派遣の竹尾光です。 

今月 19 日からヨーロッパツアーが始まりました。ヨーロッパツア

ーは４月まであるので、ツアーのことは４月の月例報告でさせ

ていただきます。 

 今月はヨーロッパツアーの準備で亡しいなか、第１週の週末

はケルンに住むホストフアミリーの息子さんご夫婦が出かけな

ければならない関係で、その子供たち（お孫さん男の子二人）

のベビーシッターをしました。ベルリンにいるお孫さん達三人

は年齢も日本でいう小学生くらいですが、今回は上の子が５歳、

下の子は１歳ととても小さいため、相手をするのもなかなか大

変でした。特に上のお兄ちゃんは小さな弟がいて甘えられな

いためか、私にとても懐いてくれました。私がゾンビの様なモン

スター役になり、お兄ちゃんが退治する警官役というごっこ遊

びにはまり、銃を撃たれて痛がるふりをしながら、襲いかかりに

いき、お兄ちゃんのパンチでも大げさに痛がるということを三日

間飽きることなく繰り返しました。付き合う私はさすがにヘロへ

ロになり、子供のパワーに驚くと共に､毎日これをしている保育

士さんや世の中のお父さんお母さんは大変だと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ただ疲れはしましたが､２人とも無邪気で可愛かったためとても

楽しく、癒されました。  

また、フランクフルトにある動物園にいきました。その前の日

が生憎の雪で、動物たちが外で活発に動いている所は見るこ

とはできませんでしたが､久しぶりの動物園を楽しめました。さ

らに、その日はフランクフルトにある R6mer という所に、光を使

ったショーを見に行きました。ヨーロッパツアーの前日の上、と

ても寒かったため、長い時間はいれませんでしたが、R6mer が

光によって、色んな姿に変わるのは圧巻でした。ドイツの光を

操る技術はとても高いと感じました。ただ私はドイツでは人工

的な光よりも、夜にホストファミリーの部屋に灯るロウソクのほう

が好きです。ドイツにはたくさんのロウソクが売られていて、色

んな匂いもあります。私自身は買うことはあまりありませんが、ス

ーパーマーケットに行った時にたまに見ています。日本ではも

う普段は使わないロウソクですが、優しくあたたまるので帰国し

てからは、たまに使ってみたいなと思います。 

 現在はヨーロッパツアー中で今はイタリアにいます。それぞ

れの国で、貴重な体験をさせていただいていると実感していま

す。上でも述べましたが、詳細は来月書かせていただきます。

とても短くなってしまいましたが、これで今月の月例報告を終

わらせていただきます。 

 

  

ｖ 

2018 年 4 月 1 日（日）地区研修協議会にて 


