
第１２６４回例会 １月２５日（金）職場訪問             町田ゼルビア訪問 

第１２６５回例会 ２月 １日（金）理事役員会⑧     ホテルモリノ 

第１２６６回例会 ２月８日（金）⇒振替２月５日（火） ＩＭ    ホテルＫＳＰ 

 

 

 

【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 .】                  雪井 洋子 委員 

【ソング 】         ロータリーソング『我等の生業』 

【ゲスト・ビジター紹介】         大野 勉 会長 

◆台湾・台北城東 RC 

遠藤 茂敏 様 

〈遠藤 茂敏様 ご挨拶〉 

「所属は台湾・台北城東RCですが、 

日本人です。もともとは横浜北ＲＣ 

の会員で約20年間所属しておりま 

した。7,8年前に縁があって台北のＲＣに籍を移しました。鈴木

憲治さんとは日本にいた時に米山の担当をやっていた関係で

大変お世話になりました。台北のＲＣは大変活発で、家族ぐる

みの付き合いをしています。40名ほどの会員でしたが、現在は

70名位になっております。 

本日は貴重な時間を頂きまして有難うございました。」 

【会長報告】                      大野 勉 会長 

1. ガバナー事務所より 

○2019-20年度ＲＩ会長テーマ 

発表の連絡が届く。→ 

○『2018-19 クラブ社会奉仕委 

員会活動アンケート』提出依頼が届く。 

○韓国・大邱(ﾃｸﾞ)市での「第 20回ＲＩ囲碁大会」の案内。 

2019 年 4 月 6 日（土）17:00～ 前夜祭 大邱市内の徳栄

歯科病院ビル 6階 

2019年 4月 7日（日）9:00～16:00対戦 

 

 

 

 

 

 

2. ロータリー米山記念奨学会より 

○ハイライトよねやま 226号発行。 

○2018年度下期普通寄付金の 

案内。※1月 17日（木）振込 

3. 麻生区少年野球連盟より 

『第 42回定期総会』の案内。 

2月 17日（日）15:30～ J:COM町田・川崎局 第 1会議室 

4. 麻生防犯協会より一泊研修会の案内。 

2019年 2月 21日（木）～22日（金） 箱根湯本 天成園 

※米山功労者の賞状が届いております。 

・鈴木 憲治会員 第 32回メジャードナー 

・梅澤 馨会員   第 15回メジャードナー 

・鈴木 眞一会員 第 2回マルチプル 

・鈴木 豊成会員 第 4回マルチプル 

【幹事報告】 今回はありません。       青戸 慶太 幹事 

※第３グループのゴルフコンペの参加をさらにお願いします。 

※2月 5日 KSPで行われる IM も多くの参加をお願いします。  

【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 

1263回 32 26 6  81.3％ 

1262回 32 29 3 2 96.9％ 

1261回 32 31 1 1 100％ 

【ニコニコ委員会】            杉山 遼 委員長 

 第 1197回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    24件 ￥25,000 

●お客様 

◇遠藤茂敏様（台湾・台北城東RC）【お世話になります】 

 

 

 

 

 

 

 

［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 

 

〈2019-20 年度テーマ〉 

第 1263回 例会記録 2019年 01月 18 日（金） S.A.A 委員長 鈴木 昭弘 

 



●会員 

◇大野勉会長、◇青戸慶太幹事 

【遠藤様ようこそいらっしゃいました】 

◇梶俊夫会員【間税会新年会2/8開催です。参加マッテマス】 

◇志村幸男会員【節分祭が近づいています。参加者は宜しく】 

◇鈴木憲治会員【遠藤様ようこそいらっしゃいました】 

◇臼井勉会員 ◇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 ◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木眞一会員 

◇鈴木豊成会員 ◇長瀬敏之会員 ◇森茂則会員 

◇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。 

【ロータリー財団委員会】       山下 俊也 委員長 

 第 1263回(件数) 合 計 

Ｒ . 財 団 7件 ￥40,600    

◇鈴木憲治会員【遠藤さんようこそ】 

◇大野勉会員 ◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員  

◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木眞一会員 ◇山下俊也会員  

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 

 1263回（件数） 合計 

米山記念奨学 5件 ¥36,000    

◇鈴木憲治会員【遠藤さんようこそ】 

◇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。 

【プログラム委員会】         鈴木 眞一 委員長 

１月、２月の例会プログラム 

次回1月25日は職場訪問。 

2月8日は2月5日のIMに振り替え、 

2月15日は休会、2月22日は創立記念 

の移動例会で、時間や会場は未定。 

【職業奉仕委員会】         円城寺 広明 委員長 

来週は職業奉仕委員会の移動例会に 

なります。16:00にバスでモリノを出発、 

15:45までにお集まりください。町田陸 

上競技場を見学後、例会は 17：30か 

ら始め、その後食事ですが飲み放題 

付きですので、車の方はアルコールはご遠慮ください。会費は

1000円で当日に集めます。解散はモリノで 19：30位です。 

【幹事の日・半期を振り返って】         青戸 慶太 幹事 

表題の半期を振り返ってとのことですが、幹事の仕事は、さ

らに半年以上前から始まりますが、前期の２０１７－２０１８年度

に副幹事に任命されたときは、 

まだ、一年先の事とのんびり 

していましたが、11月には、 

指名委員会の炉辺、12月の 

クラブ年次総会が終わり、年 

が明けてから次年度の理事・ 

役員はじめ、各委員会メンバーの決定等の打合せ、また、予

算案をはじめとする、クラブ委員会活動計画書の作成、等々

の作業が思っていた以上に時間がかかりました。それでも何と

か、７月第一週には間に合わせることができました。 

さて、そんなこんなで、７月の第一例会を迎えることが出来

た訳ですが、前半の半期は、行事が多く、７月は、各クラブへ

の表敬訪問、会長幹事会（２カ月に１度開催）等々があり、また、

自分自身の仕事との調整に苦労しました。 

続いて、８月のホテルモリノにおいて納涼会、また他クラブの

納涼会への出席等々行事がありました。 

9 月に入りますと、ガバナー補佐クラブ協議会の開催、ガバ

ナー公式訪問と続きました。 

また、本年度会長方針にもあります、「地域に密着した奉仕活

動実践しロータリーの広報活動につなげる」を実践する為、今

年度は、１０月に柿生中学へのＡＥＤの寄贈、講習会を開催し、

タウンニュースでの広報活動を行いました。 

１１月は、パシフィコ横浜で地区大会が開催され、多くの会

員が参加されました。また、指名委員会委員指名が行われ、   

次年度の準備も始まりました。 

１２月に入り、クラブ総会が開催され、次年度の準備がスタ

ートしました。親松会長エレクト、宇津木副幹事よろしくお願い

たします。また、クリスマス家族会も、１２３名が参加し、盛大に

開催できました。親睦委員会の皆様有難うございました。 

さて、残り半期になりましたが、皆様の協力により順調に行

事等を開催できていますが、会長方針の一番に掲げておりま

す、「会員目標 35 名を目指す」が、現在 32 名と今期始めと同

じで増員できておりませんぜひ皆様の協力で、1 名でも多くの

新入会員を増やしていきたいと思います。 

残り半期になりましたが、会長と協力して、頑張っていきたい

と思いますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

【増強委員会】   志村 幸男 委員長 

今、元会員で再度入会希望の方に声 

をかけております。他にも何名かの 

方々に入会を呼び掛けています。 

 

【四つのテスト】 梅澤 馨 会員    【点 鐘】 大野 勉 会長 

 

 

 

 

 

【 会 報 委 員 会 】  

文責：森 茂則 委員     写真：門間 亜砂子 委員 

 


