第 1247 回
【点

例会記録

平成 30 年 8 月 24 日（金）

鐘】

大野 勉 会長

【例会場】

ホテルモリノ８F 椿の間

【S .A.A .】

S.A.A 委員長 鈴木 昭弘

ご来客の方々

長瀬 敏之 委員

【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

◆第３G ガバナー補佐 川崎高津南 RC 大友憲子 様
◆川崎高津南 RC 会長 戸張 薫 様
◆川崎高津南 RC 幹事 小川和夫 様
◆川崎西北 RC 幹事 片寄優子 様
◆川崎高津百合丘 RC 会長 井上 久 様

【幹事報告】

◆川崎高津百合丘 RC 幹事 嶋 元 様
◆川崎高津南 RC の米山奨学生 ジャホー・ジャムツォ君

青戸 慶太 幹事

★例会変更
◎川崎高津南ＲＣ ◆10/15（月）第 3 週のため例会なし
◆10/22（月）⇒10/29（月）へ変更 臨時例会 18：30 点鐘
ガバナー公式訪問

★前回欠席の木村良三会員へ
前年度出席 100％賞バッジ(1 回目)
と前年度青少年交換受入
ホストファミリーの感謝状を贈呈

◎川崎中ＲＣ ◆9/11（火）休会

◎川崎とどろきＲＣ ◆9/17（月）、9/24（月）休会
★会報着

●新川崎 RC 第１１１３回（7/4）～第 111６回（7/25）

★活動計画書着 ○川崎宮前 RC
【会長報告】

大野 勉 会長

【出席委員会】

佐藤 達弥 委員長

例会数

会員

出席

欠席

2017-18 年度派遣学生帰国報告 開催の案内

1247 回

32

29

3

9 月 1 日（土） 14：00～16：45 帰国報告会 17：00～18：30

1246 回

32

25

7

6

96.9％

パーティー曹洞宗照光山 常倫寺「常勝閣」

1245 回

32

26

6

1

84.4％

１．ガバナー事務所より

２．米山記念奨学会より
８月の“ハイライトよねやま”がメールで届く。

【ニコニコ委員会】

（土） 14:00～ ○100 円募金運動の依頼が届く。

ニコニコ

第 １２４８回 例会 ９月 ７日（金）委員会報告
第 １２４９回 例会 ９月１４日（金）会員卓話
第 １２５０回 例会 ９月２１日（金）クラブ協議会

出席率
90.6％

杉山 遼 委員長

第 1247 回(件数)

３．米山梅吉記念館より ○秋季例祭開催の案内 ９月１５日

修正

30 件

合 計
￥42,000

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

●お客様

◇臼井勉会員 ◇碓井美枝子会員 ◇梅澤馨会員

◇第３Gガバナー補佐 川崎高津南RC 大友憲子 様

◇老沼純会員 ◇親松明会員 ◇木村基会員

【今宵はお招き頂き有難うございます。一時を楽しまさせて頂きます】
◇川崎高津南RC 会長 戸張薫 様・幹事 小川和夫 様

◇木村良三会員 ◇佐々木範行会員 ◇佐藤達弥会員
◇杉山遼会員 ◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木眞一会員

【表敬訪問に参りました。麻生クラブの皆様には一年間お世

◇長瀬敏之会員 ◇中山隆弘会員 ◇花輪孝一会員

話になります。よろしくお願いいたします。今日は、納涼家族

◇森茂則会員 ◇森啓伊会員 ◇山下俊也会員

会にお招き頂き有難うございます。楽しませて頂きます】

◇雪井洋子会員 ◇蓬 忠会員

◇川崎西北RC 幹事 片寄優子 様
【いつも大変お世話になっております。特に鈴木憲治さんに
お会いできるのが楽しみです】
◇川崎百合丘RC 会長 井上久 様 【お世話になります】
◇川崎百合丘RC 幹事 嶋 元 様
【本日は宜しくお願いいたします】
●会員
◇大野勉会長、◇青戸慶太幹事
【第3ガバナー補佐 大友憲子様、高津南ＲＣ 戸張会長、
小川幹事、川崎西北ＲＣ 片寄幹事、百合丘ＲＣ 井上会長
嶋幹事 ようこそいらっしゃいました】
◇梶俊夫会員【残念ながら欠席ですが、梅の花におります】
◇志村幸男会員【第3ガバナー補佐 大友憲子様、高津南ＲＣ

以上、ご協力ありがとうございました。
【表敬訪問のご挨拶】

「７月８月は移動例会が多く、ご無沙汰しておりました。来週月
曜日には当クラブでも納涼会があり、会長幹事さんがお越しい
ただけるということで、楽しみにしております。よろしくお願いい
たします。」
【プログラム委員会】

鈴木 眞一 委員長

来週は第５週ですので休会です。〇９月７日第一週は基盤管
理委員会の報告、〇第二週１４日は志村会員（宮司）の卓話、
〇第三週２１日がガバナー補佐を迎えてのクラブ協議会、
〇第四週２８日は米山委員長会議報告とR財団委員長会議報
告を予定しています。

戸張会長、小川幹事、川崎西北ＲＣ 片寄幹事、百合丘ＲＣ

【四つのテスト】

井上会長、嶋幹事 ようこそいらっしゃいました】

【点

◇鈴木憲治会員【ご来賓の皆様、ありがとうございます】

高津南 RC 会長 戸張 薫 様

鐘】

【会報委員会】

鈴木 眞一 会員
大野 勉 会長
文責：門間 亜砂子 委員

ホテルモリノ７F「ビアホール」にて

ｖ

