
第１２４3回例会 ７月２０日（金）増強セミナー報告         ホテルモリノ 

第１２４4回例会 ７月２７日（金）新会員歓迎会      『獅子丸』新百合ヶ丘店 

第１２４5回例会 ８月 ３日（金）理事役員会②、米山奨学生卓話   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 】    ロータリーソング『それでこそロータリー』 

【ゲスト・ビジター紹介】         大野 勉 会長 

◆井上 久 様 

(川崎百合丘 RC 会長) 

◆嶋 元 様 

(川崎百合丘 RC 幹事) 

【来客ご挨拶】  

「本日は表敬訪問でご挨拶 

にお伺いしました。 

5 月の百合丘 RC40 周年には大勢の皆様に参加して頂き、

有難うございました。麻生 RC さんとは密接な関係で、常

に切磋琢磨しながらお互いに協力し合い、発展を遂げてき

ました。これからも今までと同じようにご協力頂きますよ

うお願い申し上げます。どうぞ宜しくお願い致します。」 

【会長報告】              大野 勉 会長 

１. 前ガバナー湯川様より 

2017-18年度 木村基 新会員へ記念品とバナーが届く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 米山記念奨学会より 

○第 16回米山功労クラブの感謝状が届いています。 

○ハイライトよねやま 220号がメールで届いています。 

３．川崎高津南 RC より納涼家族会の案内  8月 27日(月) 

二子玉川エクセルホテル東急 30F 18:15点鐘 

４．麻生観光協会より  平成 30 年度総会議案書と麻生観光

ガイドブック及び会費納入依頼が届く。 

５．RC囲碁同好会より第 17回全国囲碁大会の案内 

10月 6日(土)日本棋院本院 1階対局室 9:30受付  

【幹事報告】             青戸 慶太 幹事 

◆活動計画書着 ○川崎南RC ○新川崎RC 

◆会報着 

○川崎南RC 第2815回(5/8)～第2821回(6/19) 

◆例会変更   

○川崎西RC 8/17(金)休会 

○川崎高津RC 7/26(木)⇒7/29(日)移動例会(高津区民祭) 

8/16(木)休会(祝)  

9/13(木)通常例会 ホテルKSP 12:30点鐘 

9/20(木)移動例会 早朝供養例会 大蓮寺 

○川崎中RC 7/17(火)休会 

○川崎とどろきRC 7/16(月)休会  

7/23(月)夜間例会 精養軒 18:30点鐘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［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 

第 1242回 例会記録 平成 30 年 7月 13日（金） S.A.A 委員長 鈴木 昭弘 

 

 
〈健康体操〉 



○川崎中央RC  7/16(月)休会 

7/30(月)納涼夜間移動例会 RAKU SPA 鶴見 18:30点鐘 

8/13(月)休会 

○川崎宮前RC 7/17(火)夜間例会 二子玉川エクセルホ

テル東急 18:00点鐘。8/14(火)休会 

○横浜あざみRC 8/8(水)移動例会 横浜ロイヤルウイング 

ランチクルーズ 12:00点鐘 8/15(水)休会 

【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 

1242回 32 27 5  84.4％ 

1241回 32 28 4 4 100％ 

1240回 32 29 3 3 100％ 

 

 

 

 

 

 

【ニコニコ委員会】            杉山 遼 委員長 

 第 1242回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    26件 ￥34,000 

●お客様 

◇井上 久様 （百合ヶ丘RC） ◇嶋 元様(百合ヶ丘RC) 

【本日はお世話になります。1年間宜しくお願い致します】 

●会員 

◇大野 勉 会長  ◇青戸 慶太 幹事 ◇鈴木 昭弘 会員 

【百合丘RC 井上会長、嶋幹事ようこそ】 

◇志村 幸男会員【お暑うございます】 

◇鈴木 憲治会員【暑中お見舞い申し上げます】 

◇長瀬 敏之会員【同上】 

◇臼井勉会員 ◇宇津木茂夫会員 ◇円城寺広明会員 

◇老沼純会員 ◇親松明会員 ◇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 ◇鈴木眞一会員 ◇中山隆弘会員 

◇森茂則会員 ◇森啓伊会員 ◇門間亜砂子会員 

◇山下俊也会員 ◇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】       山下 俊也 委員長 

 第 1242回(件数) 合 計 

Ｒ . 財 団    2件 ￥2,000    

◇山下俊也会員【1年間宜しくお願いします】 

◇臼井勉会員            ご協力有難うございました。 

【親睦活動委員会】            木村 良三 委員長 
■木村 基 新会員と 

米山奨学生ミカル君の歓迎会 

７月 27日（金）の例会を移動例会 

に変更しました。 

⦿時間：18：00～  

⦿場所：九州料理『獅子丸』 

新百合ヶ丘店 ※駐車場なし  

⦿会費：4500円（おつりのないようにお願いします。） 

 
〈今年度委員長就任挨拶〉 

【職業奉仕委員会】          円城寺 広明 委員長 

来年1月の職業奉仕月間として 

2019年1月25日（予定）に職場訪 

問を行いますので、皆様よろしく 

お願い致します。 

【社会奉仕委員会】   

      中山 隆弘 委員長 

前任の鈴木昭弘会員より引継ぎ 

として、かなり厚いマニュアル 

を譲り受け、勉強させていただ 

いております。 

前年と同じように清掃活動など、 

あと前年より復活したポスター 

貼り等を行いたいと思います。 

皆様ご協力の程宜しくお願い致します。 

【国際奉仕委員会】          黒木 啓太郎 委員長 

何をするか戸惑っておりますが、 

自分なりに勉強させて頂こうと 

思います。 

3～5年後を見据えて麻生ＲＣ 

30周年に国際奉仕に繋がる何 

かが出来ないか、またそこに至 

る準備を考えています。具体的 

にはまだですがオリジナルな活動をしていきたいと思います。 

【青少年奉仕委員会】             鈴木 眞一 委員長 

青少年の定義をみると、30歳 

までのようですが、それらの人々 

に将来的にロータリーのメンバー 

になって頂こうということが最終 

目標だと思います。そのための 

啓蒙活動をしていき、奉仕活動 

などの際に、広く声を掛け発信 

していきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 
佐藤 達弥 出席委員長       杉山 遼 ニコニコ委員長 

 



【その他 連絡事項】            大野 勉 会長 

2018-19年度の地区のスケジュールが変更されています。 

いくつかの委員長会議がまとまって、7月 19日と 8月 23日に

クラブ基盤管理委員会パートⅠ、パートⅡとなります。 

また、10月 9日に３つの委員長会議がクラブ奉仕活動部門と

なり各委員長の出席をお願いいたします。 

【健康体操】                 指導 ： 杉山 遼 会員 

本日は、川崎百合丘 RCの 

会長幹事さんがいらっしゃい 

ますので、当クラブでの体操 

の様子をお目にかけたいと思 

います。ご一緒にお願いいた 

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【四つのテスト】                    森 啓伊 会員 

【点  鐘】                      大野 勉 会長 

 

 

 

 

【 会 報 委 員 会 】  

文責：川﨑 航 委員長    写真：志村 幸男 委員 

 

バラエティーに富んだ 

スクワット運動 etc。 

会員の皆様 午後からも

元気にお仕事に戻れる

ことと思います。 

杉山会員いつも有難う 

ございます！ 

2018年 7月 13日号の「タウンニュース」に掲載された 

今年度 大野勉会長の紹介記事です。(記事、写真 流用) 

笑顔で新風吹かす 

○…川崎麻生ロータリークラブに携わり 

27年目。自身２度目の会長だが「２回目 

で万全と言われるが失敗してもいいと思 

っている。自分は前に出過ぎず若い世 

代の力も取り込みながら楽しく活動でき 

る雰囲気をつくっていきたい」と意気込む。 

地域に密着した奉仕活動と会員数の増強を目標にしており

「来年の６月に結果を出して終わりたいね」と語る表情は朗ら

かだ。 

 ○…福島県出身。高校卒業後に上京して六本木の電化店

に就職し、真空管の入ったテレビやウィンドウ型エアコンなど

家電の修理を数多くこなした。結婚を機に義父が所有してい

た下麻生の土地に移り住み、１９７６年に(有)石野電気柿生店

を創業。「まちの電気屋」として 40 年以上地域に根ざすほか、

子どもが通う中学校のＰＴＡ会長も務めた。同クラブには「ご飯

食べにおいでと誘われて行ったらいつの間にか入っていた」

と笑う。創立時からのメンバーとしてクラブ活動は試行錯誤。

辞めようと思ったこともあるが「和気あいあいとしたメンバーの

存在や活動が楽しくて続けてきた」。 

 ○…趣味は車に乗って一人旅。今年の正月には伊勢志摩

や京都、福井など１２００Km を車で移動した。旅先では一眼レ

フカメラで風景写真を収める。カメラ歴は 50 年以上だ。「幼い

頃なりたかったのが電気屋、車屋、写真家。ある意味３つとも

叶った」と歯を見せる。 

 ○…モットーは「人生楽しく」。クラブ活動でも常に笑顔でい

たいといい、例会が始まる前に国際ロータリー会長のテーマ

にちなみジプシー・キングス「インスピレイション」を流すという

ユニークな試みも。「改革していかないと。耳触りだったらやめ

るけど、この曲を聞いて頭に浮かぶものもあるのでは」と茶目

っ気たっぷり。明るい気持ちで新しい風を吹かせていく。 

 

 


