第 1267 回

例会記録

2019 年 2 月 22 日（金）

S.A.A 委員長 鈴木 昭弘

******* 創立 27 周年記念例会 *******
【点

鐘】

碓井

【例会場】

美枝子 副会長

ホテルモリノ７F「梅の花」

【S .A.A .】

鈴木

【ソ ン グ 】

昭弘 委員長

移動例会につき省略

【ゲスト・ビジター紹介】

碓井

美枝子 副会長

◆野村証券様の第 35 回青少年育成研修会(ライラ)参加者
入江理沙様、鈴木桃花様、阿知良貴子様
○第53回神奈川県ロータリアン親睦テニス会の案内。
2019年4月9日(火)湘南ローンテニスクラブ 9:30集合
２．第 2590 地区 IM 実行委員会より、参加へのお礼状が届く。
３．川崎高津 RC より、第 5 回会長・幹事会のお知らせ。
3 月 20 日(水)18:00～ホテル KSP「椿」
【ご挨拶】

それぞれの方がこの体験について話され、これ

からの人生に生かしたいとのことでした。
【会長報告】

碓井 美枝子 副会長

４．ハイライトよねやま 227 号発行の案内。
５．ロータリーの友事務所より、2019-20 年度版ロータリー手帳
発行の案内。￥600＋消費税 5 月下旬出来上がり予定。

１．ガバナー事務所より

６．川崎・しんゆり芸術祭 2019 実行委員会より

○2021-22年度ガバナーノミニー・デジグ

○第 3 回実行委員会開催の案内。

ネートに横浜RCの小倉 正氏を指名
したとの連絡。
○PETS(会長エレクト研修セミナー)開催の案内。
3月18日(月)10:30～17:30 ソシア21 3F・4F
○2019-20年度 地区研修・協議会開催の案内。
3月31日(日)12:30～18:00 聖光学院中学校・高等学校
○アメリカ南部へのメークアップツアーの案内。
2019年5月10日(金)～17日(金)の8日間

2 月 28 日(木)18:30～昭和音楽大学南校舎第 1 会議室
○新ゆり美術展及びオープニングパーティーのご案内。
美術展 3 月 4 日(月)～10 日(日)新百合トウェンティワンホー
ル多目的ホール。

オープニングパーティー 3 月 5 日

(月)17:00～新百合トウェンティワンホール
７．川崎市生涯学習財団より講座の案内が届く。
８．TNK 東日本観光㈱よりハンブルグ年次大会参加募集の
案内。

第 １２６８回 例会 ３月 １日（金）理事役員会⑨
第 １２６９回 例会 ３月 ８日（金）会員ショート卓話
第 １２７０回 例会 ３月１５日（金）会員ショート卓話

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 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

【幹事報告】

青戸 慶太 幹事

★例会変更
◎川崎高津RC ◆3/28(木)夜間移動
例会 お花見夫人デー 17:00点鐘、
「福住会員邸」
◎横浜あざみRC ◆4/24(水)移動例会
12:00点鐘 アートフォーラムあざみ野1F
◎川崎南RC ◆3/19(火)休会 ◆4/9(火)夜間移動例会 創
立記念例会 18:30 荒井屋万国橋天
★会報着
○川崎北RC 第2826回(11/7)～第2834回(1/16)
○川崎中RC 第2210回(10/2)～第2219回(12/25)
○川崎中原RC 第1438回(11/1)～第1443回(1/10)
○川崎とどろきRC第915回(10/1)～第923回(12/17)
※3/6の第３グループの親睦ゴルフ会について
先日、メールなどで組合せや時間についてお知らせしました。
【出席委員会】

鈴木 豊成 委員長
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【ニコニコ委員会】

出席率
75％

杉山 遼 委員長

第 1267 回(件数)
ニコニコ

修正

16 件

合 計
￥16,000

●会員
◇梶俊夫会員【納豆鑑評会 優秀賞
を本日とりました】
◇佐藤忠博
【記念例会おめでとうございます】
◇青戸慶太幹事 ◇宇津木茂夫会員
◇梅澤馨会員 ◇老沼純会員
◇親松明会員 ◇川﨑航会員 ◇佐々木範行会員
◇杉山遼会員 ◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木豊成会員
◇長瀬敏之会員 ◇花輪孝一会員 ◇森茂則会員
◇蓬田忠会員

以上、ご協力ありがとうございました。
2 月 5 日 IM 後の
親睦会にて
青戸 今年度幹事(右)と

【四つのテスト】
【点

鐘】

老沼 純 会員
碓井 美枝子 副会長

【会 報 委 員 会 】
文責：川﨑 航 委員長

写真：宇津木 茂夫 委員

宇津木 次年度幹事(左)
カンパーイ！

〈大野会長談〉
「夏目剛氏の講演〈ＡＩと職
業〉は非常に面白く、好評
でした。」

