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例会記録

平成 30 年 9 月 7 日（金）

鐘】

大野 勉 会長

【例会場】

ホテルモリノ

【S .A.A .】
【ソ ン グ 】

碓井

S.A.A 委員長 鈴木 昭弘

美枝子 委員

国歌『君が代』 ロータリーソング
『奉仕の理想』

【会員誕生日】

杉山

遼 親睦委員

〈会員〉雪井 洋子 会員（13日）、木村 良三 会員（17日）
佐々木 範行 会員（21日）、鈴木 憲治 会員（26日）
長瀬 俊之 会員（29日）

Cv

〈誕生日の方々〉雪井会員、佐々木会員、鈴木憲治会員、長瀬会員

５． ポリオ寄付の件 ………………………………… 【承認】
会員１名50$（$１=\112）×32名分＝￥179､200を特別会

【代表して雪井洋子会員が挨拶】
「祝っていただきありがとうござい

計より送金していたが、一般会計で送金する。
６．米山梅吉記念館100円募金の件………………… 【承認】

ます。健康に留意して新しい一
年を過ごしていきたいと思ってお

毎年、\100×（会員数）を特別会計より送金しておりました

ります。有難うございました。」

が、直接会員より\100を募り送金する。

【第１回理事・役員会報告】

大野 勉 会長

１． 地区大会チャリティーゴルフ参加費補助の件……【否決】
参加費￥11,000の内クラブ補助￥5,000とし、
￥6,000を本人負担とする案
２． 社会奉仕委員会実施計画の件………………… 【承認】
中山委員長より稟議書に基づき説明（柿生中学校

７． 納涼会収支報告………………………………… 【承認】
収支報告書を基に会長より説明
８． その他…………………………………………… 【承認】
花井さんが8月末退職されましたが、引き続き会報を担当
してもらう。
※9月21日のクラブ協議会に欠席される方は代理をたてる。

体育館にAEDを寄贈、講習会も開催）

【会長報告】

予算：AED機器\405,405 講習会\36,000

１． 今月のＲI レート

３． 退職金支払いの件……………………………… 【承認】
今年度より事務局員退職に伴い、退職金を支払う
≪退職積立金 \10,000（年）×（在職年数）≫
※今後、退職金に関しての規約を作る
４． 宇津木会員ご尊父様 葬儀の件 ……………… 【承認】
規約に基づき 香典￥10,000 供花￥15,000

大野 勉 会長

１ドル＝112 円（８月と同じ）
２．ガバナー事務所より
○地区大会（パシフィコ横浜にて）
の関連書類が届く。
１１月９日（金） 1 日目本会議（会長・幹事） 12:30 点鐘
１１月 10 日（土） ２日目本会議（会員） 12:30 点鐘

第 １ ２ ４ ９ 回 例会 ９月１４日（金）志村会員（宮司）卓話
第 １ ２ ５ ０ 回 例会 ９月２１日（金）クラブ協議会
第 １ ２ ５ １ 回 例会 ９月２８日（金）委員長会議報告

ホテルモリノ
ホテルモリノ
百合ヶ丘カントリー倶楽部

［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

◇円城寺広明会員 ◇親松明会員 ◇川崎航会員

○地区ロータリー財団セミナー開催の案内が届く。
９月２８日（木） 15:00～18:00 ソシア 21 ４Ｆ

◇木村基会員 ◇黒木啓太郎会員 ◇佐々木範行会員

★山下Ｒ財団委員長が出席予定。

◇佐藤達弥会員 ◇杉山遼会員 ◇鈴木憲治会員

○クラブ奉仕活動部門委員長会議開催の案内が届く。
１０月９日（火） 15:00～17:00 ソシア 21 ４Ｆ

◇鈴木眞一会員 ◇鈴木豊成会員 ◇長瀬敏之会員
◇中山隆弘会員 ◇森茂則会員 ◇森啓伊会員

★中山社会奉仕委員長が出席予定。

◇門間亜砂子会員 ◇山下俊也会員 ◇蓬田忠会員

３．社会福祉法人神奈川県共同募金会より

以上、ご協力ありがとうございました。

“赤い羽根”共同募金への協力お願いと雑誌が届く。
４．川崎・しんゆり芸術祭 2019 実行委員会開催の案内。

【ロータリー財団委員会】
Ｒ.財団

青戸 慶太 幹事

★例会変更
○川崎北ＲＣ ・9/12（水）,10/31（水）,12/26（水）休会
・9/19（水）親睦一泊移動例会 箱根湯本「ホテル河鹿荘」

○川崎大師ＲＣ

9/19（水）休会

○川崎鷺沼ＲＣ

・9/5（水）移動例会 40周年行事

ガバナー公式訪問

￥39,400

◇大野勉会長 ◇臼井勉 会員 ◇梅澤馨会員
◇佐々木範行会員 ◇鈴木憲治会員 ◇鈴木眞一会員
◇山下俊也会員 ◇雪井洋子会員
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

1248 回（件数）

合計

7件

¥59,000

米山記念奨学

◇鈴木昭弘会員【9/24所属楽団の第27回定期演奏会です。

二子玉川エクセルH.東急「たまがわ」式典16:00～
・10/3（水）⇒10/7（日）へ変更 移動例会 秋祭り参加
★会報着

ご来場お待ちしております】
◇大野勉会長 ◇梅澤馨会員 ◇佐々木範行会員
◇鈴木憲治会員 ◇鈴木眞一会員 ◇雪井洋子会員

●新川崎RC 第1117回（8/1）～第1119回（8/22）
【出席委員会】

佐藤 達弥 委員長

例会数

会員

出席

欠席

1248 回

32

29

3

1247 回

32

29

3

1246 回

32

25

7

【ニコニコ委員会】

修正

29 件

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

出席率

前回お伝えしたプログラムに、一部追加などが有ります。

91％

9月14日交換留学生の竹尾光君の帰国挨拶があります。

3

100％

9月21日川崎航会員の海外ＲＣへのメイクアップ体験談を予定

6

97％

しています。

杉山 遼 委員長

第 1248 回(件数)
ニコニコ

合 計

8件

点鐘18:00 ・11/14（水）⇒11/10（土）へ変更（地区大会）
・12/19（水）年忘れ家族会 横浜グランドI.C.ホテル

俊也 委員長

第 1248 回(件数)

９月２５日（火） 18：30～20:00 麻生区役所４Ｆ会議室
【幹事報告】

山下

合 計
￥32,000

【雑誌・広報委員会】

森

茂則 委員長

『ロータリーの友 8月号』より主な記事紹介
Ｐ34のロータリー米山記念奨学事業の基礎知識
Ｐ56の中学生への救急蘇生講座（理事会で承認された社会

●会員

奉仕活動に通ずるので）

◇大野 勉会長【暑さも一段落です】

【クラブ基盤管理委員会報告】

親松 明 クラブ奉仕委員長

◇臼井勉会員【今月受付係りです。宜しくお願いいたします】
◇宇津木茂夫会員【父の葬儀に会葬頂き有難うございます】
◇梶 俊夫会員【北海道地震お見舞い申し上げます】
◇佐藤 忠博会員【佐々木さん最後までお付き合い有難うご
ざいます】
◇志村 幸男会員【北海道地震被災者の皆様へお見舞い申
し上げます】

８月23日にホテルキャメロットジャパンで「セミナーパートⅡ」が

◇鈴木 昭弘会員【9/24所属楽団の定期演奏会です】

開催され、鈴木憲治会員と出席しました。役員の紹介や挨拶、

◇雪井洋子会員【札幌の兄弟と昨夜やっと連絡がつきました】

パストガバナーの講演など15時から18時まで行われました。報

◇青戸慶太幹事 ◇碓井美枝子会員 ◇梅澤馨会員

告は鈴木憲治会員よりしていただきます。

●鈴木憲治会員より報告

【その他報告】

梅澤 馨 会員

ご報告の前に、9 月１日に青少年交換留学生の報告会が行わ
れました。来週、竹尾光君のご挨拶がありますが、現在法政二
高の３年生で、受験を考えているようです。ドイツでは３ファミリ
ーのお世話を受け、小さな親善大使として頑張ってきました。
各国からの留学生とヨーロッパを回るプログラムに参加し、いろ
いろな経験を来週聞けると思います。
マリリン（フランスからの元青少年交換来日学生）より、当時の
ホストファミリーの志村会員、鈴木豊成会員と私の３名にお便り
が届きましたのでご紹介します。
「みんなさ（みなさん）
、こんにちは！
久しぶりです。元気ですか？ インドに（での）
、インタ
ーシップをおわりました。
今お母さんとうまれたところの New Caledonia にいま
「クラブ基盤管理セミナーPARTⅡ 報告」 抜粋

す。あそこにわたしの 22 さいのたんじょうびをいわいま

第１部 クラブ奉仕と研修

した。すごかった！

一口メモ
① クラブの現状と報告について

早く会いたい！（2019…?）体にきをつけてね。
2018 年 9 月号

へんしんをまっています。♡

マリリンより」

戸村正房氏

◆会員の課題 TOP4
会員の高齢化/会員の減少/例会出席率の低下/
会員候補者の不在
◆クラブの課題 TOP４

【葬儀参列のお礼】

宇津木 茂雄 会員

皆さん お忙しい中また暑いなか、父の葬儀に参列いただきま
して本当にありがとうございました。父は 88 歳でした。今は書
類の整理をしている毎日です。

例会・委員会活動などのマンネリ化/ネット対応が不十分
/会員に対する研修不足/公共イメージ認知度の低さ
◆会員でいる理由 TOP４
異業種交流ができる/生涯の友人・仲間ができる/自己
研鑽と学習成長の機会/例会が楽しい

【四つのテスト】

臼井 勉 会員

【点

大野 勉 会長

鐘】

【会 報 委 員 会 】
文責：宇津木茂夫 委員

写真：鈴木豊成 委員

