
第１２４6回例会 ８月１０日（金）委員長会議報告   ホテルモリノ 

第１２４7回例会 ８月２４日（金）納涼会       ホテルモリノ 

第１２４8回例会 ９月 ７日（金）理事役員会③    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 .】                 長瀬 敏之 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】         大野 勉 会長 

◆米山奨学生 モハマド・ミカル君 

 

 

 

 

 

 

 

【会員誕生日】【奥様誕生日】     杉山 遼 親睦委員 

〈会員〉鈴木眞一会員、梶俊夫会員、宇津木茂夫会員 

〈奥様〉鈴木憲治会員夫人 礼子様 

〈結婚記念日〉中山隆弘会員、黒木啓太郎会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【前年度出席 100％会員発表】  杉山遼 前年度出席委員長 

 

 

 

 

【第２回理事・役員会報告】            大野 勉 会長 

１．2017-18年度決算報告                   承認 

  〈意見として〉委員会の予算が組まれているが、使われてい

ない委員会があるので、使うような提案をしたほうが良い。 

２．7/27移動例会(歓迎会)収支報告             承認                 

    ※残金￥50,735は、次回（納涼会）の補填とする。 

【会長報告】              大野 勉 会長 

１．ガバナー事務所より 

○クラブ基盤管理セミナーPARTⅡ開催のご案内が届く。 

   8月 23日（木） 15：00～18：00  

ホテル横浜キャメロットジャパン 

○ロータリーリーダーシップ研究会 PARTⅠ開催の案内。 

   9月 9日（日） 8：30～16：30 聖光学院中・高等学校 

２．麻生観光協会より協賛のお礼状・ポスター・チラシが届く。 

 

 

 

 

 

 

 

［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 

 
【代表で、鈴木眞一会員コメント】 「鈴木４兄弟（当クラブ内）の長男

です。72 歳になりました。あと少し、できるところまで頑張りたいと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。」 

 

第 1245回 例会記録 平成 30 年 8月 3日（金） S.A.A 委員長 鈴木 昭弘 

 

大野会長より 

奨学金を受ける 

ミカル君 

〈写真左より〉 森茂則前会長（１回目）、大野勉会長（12回目）、 

宇津木茂夫会員（2回目）、鈴木昭弘会員（5回目）、 

親松明会員（27回目）、鈴木憲治会員（27回目）、 

鈴木眞一会員（14回目）、森啓伊前幹事（1回目） 

※他に欠席の木村良三会員（1回目） 



【幹事報告】            宇津木 茂夫 副幹事 

★活動計画書着 

 ○川崎北 RC  ○川崎中原ＲＣ 

★会報着 

○川崎北 RC 第 2802回（4/18）～第 2813回（7/18） 

○川崎中原 RC 第 1419回（1/18）～第 1430回（7/5） 

★例会変更 

○川崎百合丘ＲＣ ・8/7（火）クラブ協議会 ・8/14（火）休会 

・8/21（火）夜間例会 点鐘 17:00納涼会 17:30 ホテルモリノ 

・8/28（火）ガバナー公式訪問 

○新川崎ＲＣ ・8/15（水）休会 ・8/29（水）休会 

 ・8/22（水）親睦納涼例会 移動例会「成喜」 

★ﾛｰﾀﾘｰ財団より 確定申告用寄付領収証が届いております。 

【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 

1245回 32 26 6  81.3％ 

1244回 32 26 6 2 87.5％ 

1243回 32 29 3 2 96.9％ 

【ニコニコ委員会】            杉山 遼 委員長 

 第 1245回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    22件 ￥22,000 

●会員 

◇大野勉会長【暑くてばててます】 

◇梅澤馨会員【今年の暑さにはまいります】 

◇志村幸男会員【明日、わが町の盆踊りです】 

◇鈴木憲治会員【災暑お見舞い申し上げます】 

◇長瀬敏之会員【あつい】 

◇青戸慶太会員 ◇碓井美枝子会員 ◇宇津木茂夫会員 

◇円城寺広明会員 ◇親松明会員 ◇木村基会員 

◇黒木啓太郎会員 ◇佐々木範行会員 ◇佐藤達弥会員 

◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木眞一会員 ◇鈴木豊茂会員 

◇中山隆弘会員 ◇森茂則会員 ◇森啓伊会員 

◇門間亜砂子会員 ◇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】   黒木啓太郎 国際奉仕委員長 

 第 1245回(件数) 合 計 

Ｒ . 財 団    6件 ￥40,600 

◇鈴木昭弘会員、◇鈴木憲治会員【暑中お見舞い申し上げます】 

◇大野勉会長 ◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員  

◇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 

 1245回（件数） 合計 

米山記念奨学 6件 ¥47,000    

◇鈴木憲治会員【災暑お見舞い申し上げます】 

◇大野勉会長 ◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 

◇鈴木眞一会員 ◇森啓伊会員 ご協力有難うございました。 

【雑誌・広報 委員会】           森 茂則 委員長 

今月の「ロータリーの友」から、主な内容の紹介と説明。 

【卓話】 自己紹介      米山奨学生 モハマド・ミカル君 

〈名前〉モハマドミカル ビン アムルハリムガン 

MOHAMMAD MIKAL BIN AMRUL HALIM GAN 
自分の名前   〇〇の息子    父親の名前 

〈年齢〉 23歳  〈国籍〉 マレーシア  〈大学〉 明治大学 

私の家は首都のクアラルンプールから車で 40分位の所です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13歳から 17歳までは寄宿制の学校で勉 

強していました。周りは何もないような学校で 

したが、友達が多くて楽しかったです。 

一番の思い出は、アブダビで国際大会に参加しました。 

18歳から20歳までは、MJHEPIPROMというプログラムに参加し

ました。これはマレーシアと日本の協賛のプログラムで、3 年生ま

ではマレーシアで学び、それ以降卒業までは日本で編入する形

です。最初の一年間は日本語の授業、テストなどで地獄のようで

した。次の年からは日本語で電気工学を勉強し、日本からの先生

が教えていました。 

21 歳からは明治大学生田キャンパスで 3 年生に編入して、今

年の 3月に無事に卒業しました。4月からは博士課程の電気工学

研究科に進学、通信技術研究室で勉強しています。 

研究テーマは『ＬＰＷＡデバイスに置ける TDOA により位置推定』

です。簡単に言うと携帯の GPSのテーマと同じです。 

趣味は、山登りとスキューバダイビングです。富士山へは 2 回

登りました。雲取山が一番好きです。 

〈なぜ日本へ来たのか〉 

１．日本の成長の秘密を学んだり、母国を日本のように素晴らしい

国にするため、それを導入しようと思う。 ２．日本では研究開発

の中心のーつで色々な国から来た人々と話すことができる。  

３．日本で就職したい。日本で働くことで、最新の技術ヘアクセス

でき、将来の技術の形成にさらに関わりたい。 

【四つのテスト】                    梅澤 馨 会員 

【点  鐘】                      大野 勉 会長 

 

 

 

〈家族〉今年３月に日本へ旅行した時の写真 

 

【 会 報 委 員 会 】  

文責：門間 亜砂子 委員     写真：川崎 航 委員長 


