第 1268 回
【点

例会記録

2019 年 3 月 1 日（金）

鐘】

大野 勉 会長

【例会場】

ホテルモリノ

【S .A.A .】

長瀬 敏之 委員

【ソ ン グ 】

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】

S.A.A 委員長 鈴木 昭弘

大野 勉 会長

◆横浜本牧 RC 久本弥 様 ◆米山奨学生 ミカル君

２．社会奉仕委員会活動の環境ポスター貼及び麻生川
清掃活動を3月22日、4月5日に実施。
３．親睦委員会より4月5日に花見例会を実施。
４．職業奉仕委員会の職場訪問収支報告
奨学金を受けるミカル君

〈右〉久本弥 様 〈左〉鈴木憲治 会員

【ミカル君コメント】３月３日からハワイで学会があり、研究の成果
を発表する予定です。

【会員・奥様誕生日、結婚記念日】
〈会員〉花輪孝一会員（6日）

杉山 遼 親睦副委員長

志村幸男会員（23日）

〈奥様〉志村幸男会員夫人 節子様 〈結婚記念日〉梅澤馨会員
【志村会員コメント】
今日が家内の誕生日で
す。クラブからはお花を
頂きますが、私からはさ

６．事務局PC買替について承認（WIN7➡10へ）
【会長報告】

大野 勉 会長

１．３月のＲI レート １ドル＝１１0 円
２．ガバナー事務所より
〇入会 3 年未満の会員対象の新企画
「フレッシュ」交流会開催の案内。４月
25 日（木）15:00～18:30 ソシア 21
〇「東日本大震災復興支援 育樹・植樹 in 岩沼」の案内。

さやかなプレゼントを渡

5 月 25 日(土) 9:15～16:00 宮城県岩沼市「千年希望の丘」

しておきます。孫も３月１

３．アルテリッカ新ゆり美術展実行委員会より、オープニングパ

日が誕生日なので、３名
の誕生日を祝います。

【第 9 回理事・役員会報告】

5．親睦委員会より2月22日の創立記念例会収支報告

大野 勉 会長

１．２０１９-２０年度委員会委員（案）が承認される。

ーティの案内。3 月 4 日（月）17:00～ 新百合２１ホール
※2019-2020 年度のロータリーテーマが決まりました。
「ロータリーは世界をつなぐ」
地区ガバナーのテーマは「原点を忘れずに挑戦」です。

第 １ ２ ６ ９ 回 例会 ３月 ８日（金）会員ショート卓話
第 １ ２ ７ ０ 回 例会 ３月１５日（金）会員ショート卓話
第 １ ２ ７ １ 回 例会 ３月２２日（金）麻生川環境ポスター貼り

ホテルモリノ
百合ヶ丘カントリー倶楽部
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】

◇梅澤 馨会員 ◇梶 俊夫員 ◇佐々木 範行会員

青戸 慶太 幹事

◇中山 隆弘会員

★例会変更
川崎西ＲＣ

◇3 /29（金）休会

川崎ＲＣ

◇3 /21（木）休会

川崎幸ＲＣ

◇3 /29（金）休会

ご協力有難うございました。

【米山記念奨学委員会】
米山記念奨学

川崎大師ＲＣ ◇3 /20（水）休会
◇3 /27（水）お花見移動例会 18:00 点鐘
川崎区大師本町「惠の本」

門間

1268 回（件数）

合計

4件

¥33,000

◇鈴木 憲治会員【長い友人の久本様ようこそ】
◇大野 勉会長 ◇宇津木 茂夫会員 ◇梅澤 馨会員
ご協力有難うございました。

川崎マリーンＲＣ ◇3 /21（木）休会
※3/6 の第３グループの親睦ゴルフ会について：当日は専用
の受付があります。開始の 40 分前にはおいでください。
懇親会は 8 時から「リストランテフィオーレ」で行われます。

【社会奉仕委員会】

中山

（ポスター：柿生小学校に依頼）
3月22日例会後、ポスター貼

内容はメールで送りますので、出席をお願いいたします。

4月12日撤去を例会後に実施

佐藤 達弥 委員長
修正

隆弘委員長

◇麻生川環境美化ポスター掲示

※入会 3 年未満の「フレッシュ」交流会：４名の方が対象です。

【出席委員会】

亜砂子 委員長

◇麻生川清掃活動

出席率

4月5日、例会後に実施します。

84.4％

当日はお花見例会につき、例会前に清掃を行います。

例会数

会員

出席

欠席

1268 回

32

27

5

1267 回

32

29

8

5

90.6％

1266 回

32

32

---

---

100％

◇4月5日の例会は16：20～（理事会16：00～）
【雑誌広報委員会】

森 茂則 委員長

「ロータリーの友」今月号の記事で、主だったものを紹介。
【ニコニコ委員会】

杉山 遼 委員長

第 1268 回(件数)
ニコニコ

合 計

24 件

￥24,000

●お客様

【次年度ガバナー補佐研修会報告】

大野 勉 会長

昨年の12月よりこれまでに４回の研修に参加しました。今月の
「ガバナー月信」に次年度のRI会長の写真が載っております。
18 ページに“成長の将来“というタイトルで大きな写真と記事が

◇久本 弥様 （横浜本牧RC）

【川崎麻生ロータリークラブ

ありますが、人を増やしていかなければロータリーの将来はな

大野会長はじめ会員の皆様こんにちわ。本日は大変お世

いと言われています。RI 会長のお話のデータがありますので、

話になります。よろしくお願いいたします】

機会があればプロジェクターでお見せしたいと思います。

●会員

当クラブが出来た時は、2590 地区で 3200 人ほどの会員がい

◇大野 勉会長【久しぶりに逢います 】

ましたが、現在は 2050 人とのことです。次年度は 2100 人の目

◇梅澤 馨会員【今、河津桜が満開です 】
◇佐々木範行会員【2/17誕生日にきれいな花有難うございます】
◇鈴木 憲治会員【花粉症がひどくなりそうです】
◇長瀬敏之会員【今月SAAの当番です。宜しくお願いします】
◇森茂 則会員【今週の水曜日にオジイチャンになりました】
◇青戸 慶太会員 ◇臼井 勉会員 ◇宇津木 茂夫会員
◇円城寺 広明会員 ◇親松 明会員 ◇梶 俊夫会員

標ですので、各クラブ１名の増員で達成できることになります。
他には、3 月 18 日は会長エレクト研修（PETS）、3 月 31 日には
地区研修協議会があり、私も参加しますので担当の方は出席
をお願いいたします。
〈お知らせ〉次年度ローターアクトクラブの委員として、川崎航
会員を地区の方へ推薦しました。

◇川崎 航会員 ◇木村 基会員 ◇黒木 啓太郎会員

【増強委員会】

◇佐藤 達弥会員 ◇志村 幸男会員 ◇鈴木 豊成会員

現在、元会員の紹介で、候補の方が一人

◇中山 隆弘会員 ◇森 啓伊会員 ◇門間 亜砂子会員

おります。先日２、３名で宴をもって会い、

◇雪井 洋子会員 ◇蓬田 忠会員

話を進めているところです。今月 15 日に

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】
第 1268 回(件数)
Ｒ.財団

8件

臼井

５人組で増強の話し合いをしようと思っております。

勉 副委員長

【四つのテスト】

合 計

【点

￥43,000

◇鈴木 憲治会員【長い友人の久本様ようこそ】
◇大野 勉会長 ◇臼井 勉会員 ◇宇津木 茂夫会員

志村 幸男 委員長

雪井 洋子 会員

鐘】

大野 勉 会長

【会 報 委 員 会 】
文責：宇津木 茂夫 委員

写真：川崎 航 委員長

