第 1265 回
【点

例会記録

平成 31 年 2 月 1 日（金）

鐘】

大野 勉 会長

【例会場】

ホテルモリノ

【S .A.A .】

鈴木 昭弘 委員長

【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

◆米山奨学生 ミカル君
２月に記念日を迎えた会員の皆様

３．クリスマス家族収支報告(承認)
４．新年例会収支報告(承認)
５．PC買替(承認)
※R財団奨学金申請に２名の方が応募
【会長報告】

大野 勉 会長

１．２月の RI レート １ドル＝１１０円
【会員誕生日】【奥様誕生日】

木村

良三 親睦委員長

２．ロータリー財団より確定申告用領収証が届く。

〈会員〉川﨑航会員(14日)、門間亜砂子会員(28日)

３．ロータリー米山記念奨学会より確定申告用領収証が届く。

〈奥様〉森茂則会員夫人 望様、佐々木範行会員夫人 幸子様

４．ガバナー事務所より

〈結婚記念〉志村会員、鈴木眞一会員、佐藤忠博会員、

○「2017－18 年度年次報告書」が届く。

梶俊夫会員

○2019－20 年度 地区研修・協議会部門別協議会の「クラブ

【佐藤忠博会員コメント】

管理運営部門サブリーダー」に委嘱した旨の連絡。

結婚 50 周年記念スピーチ「50 年とい

【幹事報告】

うことは言われなければ気付きません

★例会変更

でした。長い間皆さんに教えて頂き、

◎川崎百合ヶ丘RC

お世話になり感謝いたします。身体が
資本ですので、これからも元気でいきたいと思います。」

【第 8 回理事・役員会報告】

大野 勉 会長

１．ホームページバージョンアップについて(承認)
２．次年度各委員会委員長案(承認)

青戸 慶太 幹事

◆2/5㈫移動例会、IM参加◆2/12㈫
通常例会 招聘卓話 麻生警察署長
◆2/19㈫休会◆2/26㈫夜間例会 18:00点鐘 笹子うどん
◎川崎高津南RC ◆2/4㈪⇒2/5㈫に変更 IM移動例会◆2/11
㈫休会◆2/25㈪通常例会18:;30点鐘 第3回クラブ協議会

第 １ ２ ６ ６ 回 例会 ２月 ５日（火）ＩＭに振替
第 １ ２ ６ ７ 回 例会 ２月２２日（金）移動例会 クラブ創立記念例会
第 １ ２ ６ ８ 回 例会 ３月 １日（金）理事役員会

ホテルＫＳＰ
モリノ７F「梅の花」
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 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

◆3/4㈪通常例会 18:30点鐘 招聘卓話 KSP ◆3/11㈪通

←黒木啓太郎
国際奉仕委員長

常例会 18:30点鐘 招聘卓話 KSP◆3/25㈪⇒26日㈫に移
動 お花見例会 豆腐うかい鷺沼店

◎川崎幸RC

◆2/8㈮⇒2/5㈫に変更

IM移動例会◆2/15

㈮⇒2/13㈬新川崎との夜間合同例会

18:00点鐘

門間亜砂子→
米山記念奨学
委員長

川崎

日航ホテル
◎川崎中央RC ◆2/4㈫⇒2/5㈫に変更

IM移動例会
【米山記念奨学委員会】

2/11㈫休会
★メールアドレス変更
川崎中央RC 旧：chuorc@jasmine.ocn.ne.jp
【出席委員会】

佐藤 達弥 委員長

例会数

会員

出席

欠席

1265 回

32

28

4

1264 回

32

14

18

1263 回

32

26

6

修正

1265 回（件数）

合計

5件

¥46,000

米山記念奨学

新：info@kawasaki-chuo-rc.com

出席率

門間 亜砂子 委員長

◇鈴木憲治会員【花粉症が始まりました。つらいです！】
◇宇津木茂夫会員◇梅澤馨会員◇佐々木範行会員
◇鈴木昭弘会員

87.5％

ご協力有難うございました。

7

65.6％

【雑誌広報委員会】 森 茂則委員長

0

81.3％

交換留学生の記載記事について
ご自分の体験例をあげて発表。

←佐藤達弥
出席委員長

【健康体操】

体操指導：杉山 遼 会員

約10分間の体操をしましょう。失いやすい能力として、俊敏な
動作、身のこなし、大きな動き、それらを取り入れた体操をしま

杉山遼→
ニコニコ委員長

【ニコニコ委員会】

す。本日は音楽を流します。
杉山 遼 委員長

第 1265 回(件数)
ニコニコ

25 件

合 計
￥25,000

●会員
◇志村幸男会員【節分には豆を拾いに来て下さい】
◇鈴木昭弘会員【あっ！という間に2月ですね】
◇鈴木憲治会員【琴平神社の豆まきに参加します。年男です】
◇大野勉会長 ◇青戸慶太幹事 ◇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 ◇梶俊夫会員 ◇川﨑航会員
◇木村基会員 ◇木村良三会員 ◇黒木啓太郎会員
◇佐々木範行会員 ◇佐藤達弥会員 ◇杉山遼会員
◇鈴木眞一会員 ◇鈴木豊成会員 ◇花輪孝一会員
◇森茂則会員 ◇森啓伊会員 ◇門間亜砂子会員
◇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】

黒木 啓太郎 国際奉仕委員長

第 1265 回(件数)
Ｒ.財団

4件

合 計
￥28,100

◇鈴木憲治会員

【四つのテスト】

【インフルエンザが猛威を振るっています！ご注意を】
◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 ◇佐々木範行会員
ご協力有難うございました。

【点

黒木 啓太郎 会員

鐘】

大野 勉 会長

【会 報 委 員 会 】
文責：川﨑 航 委員長

写真：宇津木 茂夫 委員

