第 1259 回
【点

例会記録

平成 30 年 12 月 7 日（金）

鐘】

大野 勉 会長

【例会場】

ホテルモリノ

【S .A.A .】

森 啓伊 会員

【ソ ン グ 】

S.A.A 委員長 鈴木 昭弘

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

◆モハマド・ミカル君（米山奨学生）
今月、記念日を迎えた会員

【会長報告】

大野 勉 会長

1. １２月のＲI レート １ドル＝１１２円（１１月と同じ）
2. ガバナー事務所より
○地区大会参加のお礼状が届く。
○2021-22 年度 ガバナーノミニー候補者推薦の依頼が届く。
【会員誕生日】【奥様誕生日】

雪井 洋子 親睦委員

〈会員〉老沼 純 会員（４日）
〈奥様〉木村良三会員夫人 友美子様 梶俊夫夫人 昭子様
〈結婚記念日〉山下俊也 会員 門間亜砂子 会員
【梶俊夫会員コメント】

1 月 27 日（日） 9:30～17:00 横浜清風高等学校
○第 3 回インターアクト海外研修結団式開催の案内が届く。
12 月 15 日（土） 15:00～18:00 聖ヨゼフ学園
○地区大会記念チャリティーゴルフ大会の結果一覧が届く。
○2019 年国際大会の紹介が届く。

夫婦ともに 70 半ばを迎えま

3. 川崎百合丘ＲＣより 第 4 回 会長・幹事会 開催の案内

したが、仕事が忙し く中々

1 月 9 日(水) 17:30～ ホテルモリノ 7Ｆ 赤坂離宮

顔を合わせる時間がありま

4. グリーンハート吹奏楽団より 定期演奏会時のお祝へのお

せん。お祝いを受けまして
有難うございました。

【第 6 回理事・役員会報告】

○第 51 回インターアクト年次大会開催の案内が届く。

礼状が届く。
大野 勉 会長

１．1月25日の職場訪問について‥‥‥‥‥‥‥‥【承認】
円城寺職業奉仕委員長より
訪問先の候補はありますが、具体的には決まっていない。

5. 川崎市麻生消防署より 消防出初式の案内。
1 月 5 日(土) 10:00～11:30 麻生水処理センター
6. タウンニュースより お年賀名刺広告の依頼が届く。
※1 枠で依頼予定

第 １ ２ ６ ０ 回 例会 １２月１４日（金）招聘卓話
第 １ ２ ６ １ 回 例会 １２月２１日（金）クリスマス家族会
第 １ ２ ６ ２ 回 例会 １月１１日（金）理事役員会⑦、新年例会
［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

ホテルモリノ
ホテルモリノ
「アベーテ」
TEL：044-953-5111
TEL：044-966-1300
TEL：044-951-1322

【幹事報告】

青戸 慶太 幹事

【ロータリー財団委員会】

★例会変更
◆川崎西ＲＣ

◆川崎百合丘ＲＣ ◎12/18（火）年末クリスマス家族会 18:00

俊也 委員長

第 1259 回(件数)

合 計

5件

￥25,400

Ｒ.財団

◎1/4（金）休会

山下

◇梅澤馨 会員【お花有難うございます】

点鐘 ホテルモリノ新百合丘 7Ｆ ◎12/25（火）・1/1（火）休

◇宇津木茂夫 会員 ◇志村幸男 会員 ◇鈴木憲治 会員

会 ◎1/8（火）新年会 18:00 点鐘 とん鈴 ◎1 /22（火）移

◇山下俊也 会員

ご協力有難うございました。

動例会 職場訪問
◆川崎ＲＣ ◎12/13（木）年忘れ家族会 12:00 点鐘 川崎
日航ホテル ◎12/27（木）・1/3（木）休会
◆川崎南ＲＣ ◎1/1（火）・2 /26（火）休会 ◎1/8（火）４クラブ
合同例会 12:30 点鐘 川崎日航ホテル ◎1/29（火）夜間
山下俊也委員長

移動例会 18:30 点鐘 横浜ロイヤルパークホテル ◎2/5
（火）ＩＭに振替

門間亜砂子委員長

【米山記念奨学委員会】

◆川崎幸ＲＣ ◎12/21（金）⇒12/18（火）クリスマス家族会
18:00 点鐘 インターC.ホテル ◎12/28（金）・1/8（金）休会
◆川崎大師ＲＣ ◎12/19（水）⇒12/18（火）年忘れ家族会

門間

亜砂子 委員長

1259 回（件数）

合計

3件

¥40,000

米山記念奨学

◇梅澤馨 会員 ◇鈴木昭弘 会員 ◇鈴木憲治 会員

18:00 点鐘 マリオットﾄ銀座東武 H. ◎12/26（水）・1 / 2（水）

ご協力有難うございました。

休会 ◎1/9（水）⇒1/8 変更 新春 4 クラブ合同例会 12:30

【クリスマス会プレゼントについてのご連絡】大野 勉 会長

点鐘 川崎日航ホテル

先日、クリスマス会のことで親睦委員会の炉辺を開きました。

◆横浜あざみＲＣ ◎12/19（水）クリスマス例会 18:00 点鐘

お子さんのプレゼントは喜んでもらえる品物を渡したいとの

新横浜国際ホテル南館 ◎1/2（水）休会 ◎1/23（水）移動

ことで、親御さんなどがプレゼントを買って親睦委員へお渡

例会 12:00 点鐘 横浜市立すすき野中学校

しください。金額は 2000 円～3000 円です。

★会報着

他に会員は 3000 円以上、５大奉仕委員長は 5000 円以上の

新川崎ＲＣ 第1128回（11/10）～第1130回（11/21）
【出席委員会】

佐藤 達弥 委員長

例会数

会員

出席

欠席

1259 回

32

27

5

1258 回

32

24

8

1257 回

32

32

0

【ニコニコ委員会】

ニコニコ

24 件

【雑誌・広報委員会】

森

茂則 委員長

出席率

「ロータリーの友」の内容のポイントを説明。特に高齢者の交通

84.4％

における自己防衛についてなど。

7

96.9％

【年次総会】

0

100％

規定に沿って次年度役員と理事を選出

修正

中山 隆弘 社会奉仕委員長

第 1259 回(件数)

プレゼントを来週（14 日）にご用意ください。

合 計
￥24,000

大野 勉 会長

会員総数32名、出席者27名
※親松明指名委員長より指名
<会長>親松明 <幹事>宇津木茂夫 <会長エレクト>蓬田忠
<副会長>鈴木眞一 <福幹事>川崎航 <会計>老沼純

●会員

<会場監督>鈴木豊成 <社会奉仕委員長>杉山遼

◇大野勉会長【今年も最後の月です】

<職業奉仕委員長>森啓伊 <国際奉仕委員長>黒木啓太郎

◇梶俊夫会員【鼻水が止まりません】

<青少年奉仕委員長>鈴木昭弘 <理事>大野勉

◇青戸慶太幹事 ◇臼井勉会員 ◇宇津木茂夫会員

異論がないので、決定いたします。 ※採決の結果可決

◇梅澤馨会員 ◇円城寺広明会員 ◇親松明会員
◇川崎航会員 ◇黒木啓太郎会員 ◇佐々木範行会員

【新年例会について】
1月11日（金）はるひ野「アベーテ」にて
17：30～理事役員会、18：00～例会

◇佐藤達弥会員 ◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木憲治会員
◇鈴木眞一会員 ◇鈴木豊成会員 ◇長瀬敏之会員
◇中山隆弘会員 ◇森茂則会員 ◇森啓伊会員
◇門間亜砂子会員 ◇雪井洋子会員 ◇蓬田忠会員
以上、ご協力ありがとうございました。

【四つのテスト】

川崎 航 会員

【点

大野 勉 会長

鐘】

【会 報 委 員 会 】
文責：佐藤 達弥 委員

写真：黒木 啓太郎 委員

12 月 9 日（日）米山記念奨学生の学
友年末パーティーがホテルキャメロ
ットで行われました。
当クラブのモハマド・ミカル君も出
席、希望者には貸衣装の和服が借りら
れ、ホテルで着付けてもらった紋付袴
がよく似合っていました。

