第 1244 回
【点

例会記録

平成 30 年 7 月 27 日（金）

鐘】

大野 勉 会長

【例会場】

九州料理『獅子丸』新百合ヶ丘店

【S .A.A .】

S.A.A 委員長 鈴木 昭弘

鈴木 昭弘 委員長

【ソ ン グ 】

ロータリーソング『四つのテスト』

【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（マレーシア出身）
◆川崎高津南 RC の米山奨学生 ジャホー・ジャムツォ君

３.米山記念奨学会より〈奨学生・学友証明書〉が届く。

４.川崎高津南 RC より、地区資金納入の依頼。
５．川崎百合丘ロータリークラブより納涼会ご案内。
8 月 21 日(火) ホテルモリノ７F ビアホール

※彼はチベット出身、
当クラブ親松会員所有
のアパートメントに

６．NPO 法人かものはしプロジェクトより活動報告書が届く。
７．第 36 回あさお区民まつりへの協賛依頼が届く。

在住。
〈左より〉

【幹事報告】

ジャホー君

青戸 慶太 幹事

★例会変更

木村基新会員

◎川崎北ＲＣ

ミカル君

・8/15（水）、9/12（水）休会

・8/29（水）夜

間例会 二子玉川エクセルホテル東急 点鐘 18:30

【会長報告】

大野 勉 会長

１.来月（８月）のＲレート １ドル＝１１２円
２.ガバナー事務所より
○人頭分担金の請求書が届く。
○高良明パストガバナーの著書送付の連絡。
○Ｒ米山奨学生・学友 夏季レクレーションの案内。
9 月 2 日(日) 《ﾊﾞｽ旅行：ひたち海浜公園と鉾田メ
ロン狩り》 7:10 集合 横浜ロイヤル P ホテル １階
○映画「ブレスしあわせの呼吸」鑑賞会のご案内が届く。
○前期青少年受入ホストファミリーの感謝状が届く。
○2019-20 年度青少年交換学生募集要項が届く。

・9/19（水）親睦一泊移動例会 ホテル河鹿荘 点鐘 18:00
◎川崎幸ＲＣ

・8/17（金）休会 ・9/14（金）移動例会（川崎

幸ＲＣ作品展） 川崎幸第二クリニック 点鐘 18:00
◎川崎西北ＲＣ

・8/16（木）休会 ・8/30（木）移動例会（家

族納涼会） ホテルモリノ 点鐘 17:30
◎川崎中ＲＣ

・8/14（火）休会

◎川崎とどろきＲＣ ・8/6、 8/13（月）休会 ・8/27（月）夜

間例会 精養軒 点鐘 18:30
◎川崎中原ＲＣ ・8/16（木）早朝例会 ⇒ 8/23（木）に
変更 精養軒 点鐘 7:30
◎川崎大師ＲＣ ・8/8、8/15（水）休会

第 １２４５回 例会 ８月 ３日（金）米山奨学生 卓話
第 １２４６回 例会 ８月１０日（金）委員長会議報告
第 １２４７回 例会 ８月２４日（金）納涼会

ホテルモリノ
ホテルモリノ
ホテルモリノ

［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
※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：044-953-5111
TEL：044-966-1300
TEL：044-951-1322

【出席委員会】

佐藤 達弥 委員長

例会数

会員

出席

欠席

1244 回

32

26

6

1243 回

32

29

3

1242 回

32

27

5

◇臼井勉会員 ◇梅澤馨会員 ◇親松明会員

出席率

◇川崎航会員 ◇木村基会員 ◇木村良三会員

81.3％

◇黒木啓太郎会員 ◇佐々木範行会員 ◇佐藤達弥会員

1

96.9％

◇志村幸男会員 ◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木憲治会員

3

93.8％

修正

◇鈴木眞一会員 ◇森茂則会員 ◇山下俊也会員
◇蓬 忠会員

【ニコニコ委員会】

親松 明 クラブ奉仕委員長

第 1244 回(件数)
ニコニコ

18 件

合 計
￥18,000

以上、ご協力ありがとうございました。

【プログラム委員会】

鈴木

眞一 委員長

来月の予定です。8 月 3 日は会員ショート卓話ですが、ミカル
君に卓話をして頂くことにしました。第２週は青少年委員長会

●会員
◇大野勉会長、◇青戸慶太幹事
【木村基会員 ロータリアンでエンジョイ、ミカル君いらっしゃい】
◇鈴木憲治幹事 【鈴木昭弘さん、黒木さん、門間さん
租税教室ご苦労さまでした】

議報告で、第３週１７日はお盆休み、次の２４日はホテルモリノ
で納涼会です。第５週の 31 日は休みです。
【四つのテスト】
【点

川崎 航 会員

鐘】

大野 勉 会長

木 村 基 新 会 員 ＆米 山 奨 学 生 ミカル君 歓 迎 会
木村基 新会員
「昨日、支店長会議があり出席しました。ほとんどの支
店長はロータリークラブに入っていまして、ロータリーク
ラブは厳しいとのことでした。しかし私は楽しい思いで
出席していると言いました。皆様に感謝いたします。」

モハマド・ミカル君
「マレーシアから来まし

木村良三 親睦委員長 他委員
「皆さんお忙し中、お集まりいただ
き有難うございました。ぜひ短い時
間ですが、お楽しみください。」

たモハマド・ミカルです。
いつも皆さんにお世話に
なっています。今日は特
別な会（歓迎会）で感動
しました。これからもよろ
しくお願いします。」

ジャホー・ジャムツォ君
「簡単に自己紹介します。トバンと
よんでください。世話クラブは高
津南 RC です。現在は桐蔭横浜
大学大学院で法律研究科に所属
して２年生です。目的として博士
号をとるつもりです。今日は有難う
ございました。」

【会 報 委 員 会 】
文責：川崎 航 委員長
写真：志村 幸男 委員

