
第１２７６回例会 ５月１７日（金）卓 話          百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第１２７７回例会 ５月２６日（日）～２７日（月） 会長幹事ご苦労様会  箱根湯本『河鹿荘』 

第１２７８回例会 ６月 ７日（金）新旧理事役員会⑫    ホテルモリノ 

 

 

【点  鐘】               大野 勉 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【S.A.A.】                宇津木 茂夫 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】         大野 勉 会長 

◆米山奨学生 ミカル君 

 

 

 

 

 

 

 

【会員・奥様誕生日、結婚記念日】  木村 良三 親睦委員長 

〈会員〉 森 茂則 会員（9日）   

       山下 俊也 会員（17日） 

鈴木 豊成 会員（17日） 

〈奥様〉 鈴木豊成夫人 陽子様   

       蓬田 忠夫人 文香様 

〈結婚記念日〉 木村基会員 佐々木範行会員 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第11回理事役員会（新旧）報告】     大野 勉 会長 

１．2019-20年度の予算案 宇津木次年度幹事より説明 

２．社会奉仕委員会活動 柿生小学校ポスターお礼 

中山社会奉仕委員長より説明   

３．お花見例会収支報告 木村良三親睦委員長より報告 

【会長報告】              大野 勉 会長 

１．５月のＲIレート １ドル＝１１２円 

１． ２．ガバナー事務所より、 

○2019-20年度 地区委員の委嘱状が届く。（上の写真） 

  ★オン・ツー・ホノルル委員会委員 大野 勉会員 

  ★戦略計画委員会委員       鈴木 憲治会員 

  ★ロータアクト委員会委員     川﨑 航会員 

○青少年奉仕委員会より、ＲＹＬＡ記録報告書が届く。 

○4月 25日に行われた、入会 3年未満の会員を対象とした 

  「フレッシュ交流会」が 無事終了したとの連絡が届く。 

  また、事前に行ったアンケート結果も届いております。 

３．神奈川県立麻生養護学校後援会より、平成 31年度総会の 

  案内が届く。令和元年 5月 17日(金) 10:00～11:30  

  神奈川県立麻生養護学校 2階 会議室 2 

 

 

 

 

 

 

［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 

第 1275回 例会記録 2019年 5月 10日（金） S.A.A 委員長 鈴木 昭弘 

 

 

今月が記念日の会員 

森茂則会員 挨拶 

「ロンドンの初孫に会ってき

ました。名前はライアン君、

孫ってこんなに可愛いのか

と思いました。」 

次年度地区委員を委嘱された川﨑会員、大野会員、鈴木憲治会員 

 

 



【幹事報告】   青戸 慶太 幹事 

★例会変更 

◎川崎中央RC ◎川崎マリーンRC  

◎川崎中RC ◎川崎とどろきRC  

◎新川崎RC 

★会報着 

◎川崎とどろきＲＣ 第924回（1 / 7）～第931回（3 /25） 

◎川崎中ＲＣ 第2220回（1 / 8）～第2229回（4 / 2） 

★事務所移転のお知らせ 

 【川崎西RC】 新住所：〒213-0012 川崎市高津区坂戸 

  ３－２－１ かながわサイエンスパーク西棟609-Ｄ号室 

  電話：044-328-5475  ＦＡＸ：044-328-5476 

  移転日：令和元年5月17日(金) 

【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 

1275回 32 27 5  84.4％ 

1274回 32 25 7 5 93.8％ 

1273回 32 20 12 10 93.8％ 

【ニコニコ委員会】       中山 隆弘 社会奉仕委員長 

 第 1275回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    24件 ￥24,000 

●会員 

◇木村良三会員 

【森茂則会員、先日はロンドンでごちそうさまでした】 

◇鈴木憲治会員【風邪をひきましたが、寝込みませんでした】 

◇長瀬敏之会員【連休、風邪をひいて寝込んでいました】 

◇山下俊也会員【息子が結婚しました。令和5月6日】 

◇雪井洋子会員【連休8日間、風邪で寝ていました】 

◇蓬田 忠会員 

【明日から春の交通安全週間です。皆様お気を付けて】 

◇大野勉会長 ◇青戸慶太幹事 ◇臼井勉会員 

◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 ◇円城寺広明会員 

◇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 ◇中山隆弘会員 ◇花輪孝一会員 

◇森茂則会員 ◇森啓伊会員 ◇門間亜砂子会員 

     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 1275回(件数) 合 計 

Ｒ . 財 団 6件 ￥42,600    

◇碓井美枝子会員 ◇梅澤馨会員 ◇佐々木範行会員 

◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木憲治会員 ◇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 

 

 

 

◇碓井美枝子会員 ◇梅澤馨会員  

◇佐々木範行会員 ◇鈴木憲治会員      

ご協力有難うございました。 

【雑誌広報委員会】 森 茂則 委員長 

「ロータリーの友5月号」の主な項目に 

ついての説明。P14、ダイビングや釣り 

をされる方への注意事項などの説明が 

ありました。 

 

【次年度幹事 報告】      宇津木 茂夫 次年度幹事 

次年度予算案と例会日のお知らせ 

本日の理事会で案を発表しました 

が、例年と同じような予算組と、 

新しく設定した部分があります。 

次年度は2590地区第三グループの 

G補佐を輩出するために経費や活 

動費も含まれています。 

次年度プログラムの説明 

その他、配られた資料の説明や補足。 

◆次年度RI会長のメッセージ        大野 勉 会長 

先日の研修セミナーで各委員長に見ていただいたもので

す。スクリーンに映し出されたRI会長の次年度テーマなど

を一同で拝聴しました。  

【四つのテスト】 木村 基 会員    【点 鐘】 大野 勉 会長 

 

 

 

 

第1275回（件数） 寄付合計 

4件 ¥37,000 

 

 

【 会報委員会 】  

文責：黒木 啓太郎 委員     写真：佐藤 達弥 委員 

 

 

 

 


