
第１２５５回例会１０月３１日（水）社会奉仕活動（AED贈呈）  柿生中学校 

第１２５６回例会１１月 ２日（金）理事役員会⑤       ホテルモリノ 

第１２５７回例会１１月９日（金）・１０日（土）地区大会   パシフィコ横浜 

 

 

 

【点  鐘】               大野 勉 会長 

【例会場】         百合ヶ丘カントリー倶楽部

【S.A.A .】                 志村 幸男 委員 

【ソング】         ロータリーソング『我等の生業』 

 

【会長報告】              大野 勉 会長 

１．ガバナー事務所より 

金子ガバナーより公式訪問時 

のお礼状が届く。 

2．地区 R財団 補助金委員長 

 鈴木 正紀様より 

11月 16日（金）R財団卓話 

にご来訪の連絡。 

3．米山記念奨学会より 

ハイライトよねやま 223号がメールで届く。 

４．神奈川県知事より、秋の献血キャンペーンへの協力依頼と

ポスターが届く。 

【連絡事項】 

◎地区大会は 11 月 9 日、10 日ですので、どちらかにご出席

するようにお願いします。10日の待ち合わせ時間などは、幹

事の方からお知らせします。 

◎そろそろ指名委員会が発足します。 

◎11月 23日（金・祝日）と 11月 30日（第 5金曜）は休会。 

◎10月 26日（金）は、31日（水）に振替え、柿生中学校にて。 

◎ガバナー、ガバナーエレクトより 次年度の第３グループガ

バナー補佐に大野勉現会長を指名したとの連絡が届く。 

  よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

【幹事報告】             青戸 慶太 幹事 

●川崎西ＲＣ 11/23（金）休会 

（祝日の為） 

●川崎中央ＲＣ ・11/5（月）休会 

（かわさき市民祭り参加） 

 ・11/12（月）⇒10（土）地区大会 

参加  ・11/19（月）3 クラブ 

合同親睦夜間例会 18:30点鐘 川崎日航ホテル 12F 

(川崎大師 RC、川崎マリーン RC、川崎中央 RC) 

●川崎南ＲＣ ・11/13（火）職場訪問移動例会 東横システム

(株) ・11/20（火）休会（祝日含む週） ・12/18（火）年忘れ

家族会 川崎日航ホテル 18:30～ ・12/25（火）休会（祝日

含む週） 

●川崎マリーンＲＣ ・11/8（木）⇒10（土）地区大会 

  ・11/22（木）19（月）3 クラブ合同例会 18:30 点鐘 川崎日

航ﾎﾃﾙ 12F１０ ・12/20（木）クリスマス家族会 横浜ベイク

ｵーター ・12/27（木）休会 

●横浜あざみＲＣ  11/28（水）移動例会 「職業を語る会」 

横浜市立奈良中学校 

※10月 26日（金）の例会は 10月 31日（水）に変更となり、 

柿生中学校での移動例会となります。お配りいたしました移

動例会の「タイムスケジュール」をご確認頂き、ご出席いた

だきますようお願いいたします。 

当日、車の方は後日メールでお知らせいたします。 

※11 月 10 日に地区大会に行かれる方は、JR 町田駅で待ち

合わせとなります。時間はまた後日お知らせいたします。 

  よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

［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 1254回 例会記録 平成 30 年 10月 19日（金） S.A.A 委員長 鈴木 昭弘 

 
 



【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 

1254回 32 28 4  87.5％ 

1253回 32 27 5 5 100％ 

1252回 32 28 4 4 100％ 

 

 

 

 

 

 

【ニコニコ委員会】            杉山 遼 委員長 

 第 1254回(件数) 合 計 

ニコニコ    27件 ￥27,000 

●会員 

◇大野勉会長【本日は中山社会奉仕委員長宜しくお願いします】 

◇梶俊夫会員【昨日、間税会ゴルフ大会ご苦労様でした】 

◇志村幸男会員 

【昨日、間税会ゴルフ準優勝でした。有難うございました】 

◇鈴木昭弘会員【栃木の社会復帰支援センターに行ってきました】 

◇鈴木憲治会員【鳥取の法人会全国大会に出席しました】 

◇青戸慶太幹事 ◇臼井勉会員◇碓井美枝子会員  

◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 ◇円城寺広明会員  

◇老沼純会員 ◇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 

◇鈴木眞一会員 ◇鈴木豊成会員 ◇長瀬敏之会員  

◇中山隆弘会員 ◇花輪孝一会員 ◇森茂則会員  

◇森啓伊会員 ◇門間亜砂子会員 ◇山下俊也会員  

◇雪井洋子会員      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 1241回(件数) 合 計 

Ｒ . 財団    5件 ￥7,000    

◇大野勉会長 ◇親松明会員 ◇梶俊夫会員 

◇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 

 1241回（件数） 合計 

米山記念奨学 ６件 ¥9,000    

◇大野勉会長  

◇宇津木茂雄会員  

◇親松明会員  

◇梶俊夫会員  

◇志村幸男会員  

◇雪井洋子会員  

ご協力有難うございました。 

【社会奉仕委員会】        中山 隆弘 委員長 

例会後（清掃活動のため）13：30 

にモリノの駐車場に集合をお願い 

致します。車は第二駐車場の方 

へお願いします。 

 

【親睦委員会】             杉山 遼 委員 

まだ未決定ですが、親睦を深める意味で、11月29日また

は30日にゴルフを開催予定です。 

詳細は10月中にまとめてメールでご案内いたします。 

【四つのテスト】                 門間 亜砂子 会員 

【点  鐘】                      大野 勉 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【 会 報 委 員 会 】  

文責：黒木 啓太郎 委員    写真：宇津木 茂夫 委員 

  
佐藤達弥 出席委員長          杉山遼 ニコニコ委員長 

 

社会奉仕委員会 近隣の清掃 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

  

ミアンさん 
ベトナムの元米山奨

学生、ミアンさんから

鈴木憲治会員へ家族

写真が届きました。 

彼女はダイエットして 

スリムになりました。 

 


