
第１２４2回例会 ７月１３日（金）就任挨拶 ②     ホテルモリノ 

第１２４3回例会 ７月２０日（金）委員長会議報告    ホテルモリノ 

第１２４4回例会 ７月２７日（金）委員長会議報告、   ホテルモリノ 

 

 

 

【点  鐘】               大野 勉 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【S.A.A .】                鈴木 昭弘 委員長 

【ソング】    国歌『君が代』 ロータリーソング『奉仕の理想』 

【ガベルの引継ぎ】  

 

 

 

 

 

 

 
 

【花束贈呈】  

 

 

 

 

 

 

 

【感謝状贈呈】     

     大野 勉 会長 

R 米山よりの感謝状 

「第 31回メジャードナー」の 

賞状が鈴木憲治会員へ渡さ 

れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ゲスト・ビジター紹介】         大野 勉 会長 

◆米山奨学生 モハマド・ミカル君 

 

 

 

 

 

 
 

【新事務局員紹介】                 大野 勉 会長            

７月から正式に事務局員になった 

茗作泰子（みょうさく やすこ）さんです。 

コメント：「４月から研修を受けていましたが、７月 

から正式に務めさせていただくことになりました。 

まだ分からないことがあり、ご迷惑をおかけする 

かもしれませんが、宜しくお願いいたします。」 

【会員誕生日】【奥様誕生日】   木村 良三 親睦委員長 

今月は誕生日の会員はおりません。 

〈奥様〉花輪会員夫人 佳子様 

花輪会員がご欠席ですので、ご紹介は省略いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

［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：044-953-5111 

［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：044-966-1300 

※第 5金曜日  休会または移動例会,他 連絡先：川崎麻生ロータリークラブ事務所 TEL：044-951-1322 

 

 

右・森茂則前会長より 左・大野勉新会長へガベルの引継ぎ 

左より 大野勉新会長、森茂則前会長、森啓伊前幹事、青戸慶太新幹事 

←大野新会長より森前会長へ 

 

↓青戸新幹事より森前幹事へ  

 

第 1241回 例会記録 平成 30 年 7月 6日（金） S.A.A 委員長 鈴木 昭弘 
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【乾 杯】               大野 勉 会長 

今年一年間 宜しくお願いいたします。カンパイ！ 

 

 

 

 

 

 

 

※乾杯の飲物はジンジャーエールです。 

【第１回理事・役員会報告】            大野 勉 会長 

１． 納涼会について                   【承認】 

8月24日にモリノで行う。今回はビュッフェ形式。 

２．各クラブ委員長会議出席について         【承認】 

  今年度の委員長会議の方式が変わって、いくつかの委

員長会議をまとめて、クラブ基盤委員長会議になり、

7/19と8/23の２日に分けて出席いただく。 

３．７月から9月3週までは、ホテルモリノで例会を行う。 

４．9月21日のガバナー補佐出席のクラブ協議会は、委員

長は必ず出席のこと。 

【会長報告】              大野 勉 会長 

１.湯川孝則前ガバナーよりお礼状が届いております。 

２．2018-19年度 上期地区資金振込依頼が届いております。  

３．18学年度 RC米山奨学生研修会のご案内が届いております。

7月 22日(日)16:00～18:00 ぴおシティ 6階第一研修室  

【幹事報告】             青戸 慶太 幹事 

◆活動計画書着 

川崎中央RC、川崎西RC 

◆会報着 

新川崎RC 第1103回(4/4)～ 

第1112回(6/20) 

◆例会変更 

◎川崎幸RC  

■7/27(金)夜間特別例会 18:00点鐘川崎日航ホテル 

◎神奈川RC  

■7/16(月)休会、8/13(月)特別休会、8/27(月)夜間例会18:30

点鐘、9/17(月)休会、9/24(月)休会、10/8(月)休会 

※米山とR財団の寄付領収証ですが、それぞれ１月末頃に送られ

てくる領収証が、正式の所得税控除に使えるもので、クラブ発行

の領収証は、寄付した金額の目安ですのでご留意願います。   

【出席委員会】            佐藤 達弥 委員長 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1241回 32 28 4  87.5％ 

1240回 32 29 3 3 100％ 

1239回 32 26 6 8 96.9％ 

【ニコニコ委員会】           宇津木 茂夫委員 

 第 1197回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    27件 ￥27,000 

●会員 

◇大野勉会長【2回目の会長です。会員の皆様宜しくお願いし

ます】 

◇青戸慶太幹事【1年間宜しくお願い致します】 

◇梅澤馨会員【新会長、幹事を祝って】 

◇川﨑航会員【同上】 

◇志村幸男会員【新会長幹事さん宜しく】 

◇鈴木昭弘会員【大野会長、青戸幹事、1年間宜しくお願い致

します！】 

◇鈴木憲治会員 ◇鈴木眞一会員 ◇鈴木豊成会員 

◇長瀬敏之会員 ◇森啓伊会員 ◇蓬田忠会員 

【以上、同上のコメント】 

◇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 ◇梶俊夫会員 ◇木村基会員 

◇木村良三会員 ◇黒木啓太郎会員 ◇佐々木範行会員 

◇佐藤達弥会員 ◇杉山遼会員 ◇中山隆弘会員 

◇森茂則会員 ◇門間亜砂子会員 

     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】       臼井 勉 副委員長 

 第 1241回(件数) 合 計 

Ｒ . 財 団    9件 ￥56,000    

◇大野勉会長【今年 1年間宜しくお願いします】 

◇鈴木憲治会員【新年度を祝って】 

◇鈴木豊成会員【会長幹事を祝う】 

◇臼井勉会員 ◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員  

◇親松明会員 ◇佐々木範行会員 ◇鈴木眞一会員 

ご協力有難うございました。 

【米山記念奨学委員会】      門間 亜砂子 委員長 

 1241回（件数） 合計 

米山記念奨学 11件 ¥85,000    

◇大野勉会長【1年間皆様よろしく】 

◇臼井勉会員【宜しくお願いします】 

◇梅澤馨会員【新会長、幹事を祝って】 

◇志村幸男会員 

【新会長、幹事さん本年度宜しく】 

◇鈴木昭弘会員【新年度を祝して！】 

◇鈴木憲治会員【同上】 

◇鈴木豊成会員【会長幹事一年間宜しくお願いします】 

◇宇津木茂夫会員 ◇親松明会員 ◇佐々木範行会員  

◇鈴木 眞一会員      ご協力有難うございました。 

 

 

 



【プログラム委員会】            鈴木 眞一 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

【親睦活動委員会】            木村 良三 委員長 

 

 

 

 

 

 

18：00～20：30位を予定しています。 

場所はホテルモリノの宴会場、17：30 から 8F で例会、その後

7F へ移動し、ビアホールでの納涼会となります。ビュッフェスタ

イルの食べ放題、飲み放題で、ハワイアンの演奏があります。 

今月 27日または 8月 10日までに出欠をお知らせください。 

詳細は、後日早い段階で、お知らせいたします。 

【就 任 挨 拶】           

◇大野 勉 会長 

今年度のIR会長のバリー・ラシン氏 

は、インスピレーションを唱え、何か 

大きなことに挑戦しようというインス 

ピレーションをクラブや、他のロータ 

リアンに与えてください、との主旨で 

す。後世に引き継がれる行動を起こす意欲を引出して頂きた

いということです。今年度の私の目標は、「会員間の友情と輪」 

としました。今年度は各委員長には若い人に入っていただきま 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】                     鈴木 憲治 会員 

青少年交換派遣学生・竹尾光君の報告です。一昨年に竹尾

君よりこの制度の申請があり、カウンセラーをお受けしま

した。彼は昨年の夏にドイツに派遣され、そして今年7月

18日に帰国されます。毎月の報告を送って頂きますが、そ

の中で、ロータリーに関する部分をご紹介します。 

『ロータリーの皆様の支えがなければこのような経験は

出来なかったと思います。しかし留学したいと思っていて

もそれを行動に移さなければその経験は得られません。私

は行動に移したことを誇りに思います。そして周りの方々

にかけた迷惑や心配、自分自身が感じたこの一年間の辛さ

によるマイナスよりも、これまでの経験を活かしたこれか

らの人生におけるプラスの方が圧倒的に多いと信じてい

ます。』 

教師を目指す彼にとって貴重な経験をされたと思います。 

 

【四つのテスト】 森 茂則 会員   【点 鐘】 大野 勉 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

活動計画書の例会プログラム予定

ですが、今年度から各委員長会議

が３つに集約され、「クラブ基盤管理

委員会」に変わります。各委員長

は、それぞれの会議に出席する形

になります。プログラムが変わります

ので、その都度ご連絡いたします。 

 

 

 

●木村基会員とミカル君の歓迎会

ですが、７月２７日(金)18：30 頃から

始める予定で、場所は検討中です。

会費は 4000円位の予定で、詳細は

また発表します。 

●納涼家族会は、8月 24日（金） 

 

いと思っております。会長の言われ

る「輪」を大切にということで、例会や

いろいろな行事など、楽しんでもらえ

ればと考えております。 

◇親松 明 クラブ奉仕委員長 

今年度一年間よろしくお願いしま

す。クラブ奉仕委員長ということで、

各委員会の長を一所懸命させてい

ただきます。 

今年の会長の目標である「会員間の

友情と輪」に基づいて楽しい例会に

していきたいと思いますので、ご協

力のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

 
した。「輪」を大切にし、クラ

ブの活性化のために多様な

新会員を迎えることが、新し

い活力を生み出すことに繋

がると思います。 

今年度の増強目標、35名を

目指します。 

よろしくお願いいたします。 

◇青戸 慶太 幹事 

どうぞ一年間よろしくお願い

いたします。幹事として会長

の補佐、また会員間の潤滑 

油として会を運営していきた 

【会報委員会】 〈文責〉川崎 航 委員長 〈写真〉志村 幸男 委員 

 

2018-19年度 初例会記念 2018年 7月 6 日 

 


