
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 

第１２７９回例会 ６月１４日（金）クラブフォーラム    ホテルモリノ 

 

 

 

【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 .】                  志村 幸男 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 

RYLA に参加された 

◆野村証券 

新百合ヶ丘支店 

〇阿知良 貴子 様 

〇入江 理紗 様 

〇鈴木 百香 様 
 

★本日（5/17）が誕生日の方へ当日賞プレゼント  

〇鈴木 豊成 会員 

〇山下 俊也 会員 

 

木村良三親睦委員長 

より 鈴木豊成会員へ 

※欠席の山下俊也会 

員へは後で届けます。 

 

【会長報告】              大野 勉 会長 

１. ガバナー事務所より 

○2019-20 年度地区研修・協議会で配布の「2019-20 年度地

区方針」、一部調整の為 最新版が届く。 

○ローターアクト主催の、2019-20 年度「第 49 回地区研修協

議会・卒会式」開催の案内。 ６月１６日(日) 本大会 13:00

～17:00 懇親会 17:15～19:15 ホテル横浜キャメロット J 

○６月１０日（月）のクラブ事務局員連絡会中止の連絡。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２. 〈ハイライトよねやま 230号〉発行の連絡。 

３. しんゆり芸術祭 2019 第 5回実行委員会開催の案内。 

6月 10日（月） 17:30～ 麻生区役所 4Ｆ 第 1会議室 

４. 川崎市内高等学校定時制教育振興会より 

定時制教育の現状への理解と支援の為、卓話検討依頼。 

日時：本年 10月～12月 当クラブ例会時 

5. あさお区民まつり実行委員会より、実行委員会役員及び委

員の推薦依頼が届く。 提出締切日：5月 28日（火） 

【幹事報告】    青戸 慶太 幹事 

★会報着 

◎新川崎ＲＣ 第 1140回（3 /16）～ 

第 1146回（5 / 8） 

★川崎西北RCより 例会場変更 

【8月と9月臨時例会場】  7/25（木）休会、8/1（木）・8/8（木）

通常例会 ホテルモリノ8/15（木）休会、 8/22（木）通常例会 

ホテルモリノ 8/29（木）夜会 ホテルモリノ 

9 / 5（木）ガバナー公式訪問 ホテルモリノ 

9 /12（木）・9 /19（木）通常例会 ホテルモリノ、9 /26（木）休会 

10/ 3（木）通常例会   

登戸（新）柏屋  移転先住所 川崎市登戸 3507 

 

 

 

 

 

 

［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 1276回 例会記録 2019年 5月 17日（金） S.A.A 委員長 鈴木 昭弘 

 



【出席委員会】             鈴木 豊成 委員 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1276回 32 27 5  84.4％ 

1275回 32 27 5 0 84.4％ 

1274回 32 25 7 5 93.8％ 

【ニコニコ委員会】            杉山 遼 委員長 

 第 1276回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    24件 ￥24,000 

●会員 

◇大野勉会長【野村證券の3人の方ご苦労さまです】 

◇志村幸男会員【5/22～5/26日迄琴平会館にて「柿生の里 

展」を行います。又、麻生観光協会「写真展」も合せて行 

いますので宜しく】 

◇青戸慶太幹事 ◇臼井勉会員 ◇碓井美枝子会員 

◇宇津 茂夫会員 ◇梅澤馨会員 ◇円城寺広明会員 

◇親松明会員 ◇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 ◇杉山遼会員 

◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木眞一会員 ◇鈴木豊成会員  

◇長瀬敏之会員 ◇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  

◇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】       臼井 勉 副委員長 

 第 1276回(件数) 合 計 

Ｒ . 財 団    3件 ￥8,000    

◇大野勉会長 ◇臼井勉会員 ◇宇津木茂夫会員  

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 

 第 1276回(件数)） 合計 

米山記念奨学 3件 ￥7,000    

◇大野勉会長 ◇宇津木茂夫会員 ◇川崎航会員 

     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 

予定について。来週24日は26日～27日に変更で、会長幹事

ご苦労様会になります。お間違のないようにお願いします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【卓 話】 2018-19年度 第35回 ＲＹＬＡ参加の報告 

野村証券㈱新百合ヶ丘支店 

鈴木 百香 様    入江 理紗 様     阿知良 貴子 様       

 

 

 

 

 

 

 

ＲＹＬＡ(Rotary Youth Leadership Awards) 

ロータリー青少年指導者養成プログラム 

第一日目（2/9）・開講式 ・グループ分け、自己紹介  

・研修 ・ケーススタディ発表用資料作成、など 

第二日目（2/10）・各グループ意見交換 ・基調講演 

・グループ発表 ・評価、表彰選考 ・閉講式、など 
 

●ケーススタディ「社長の決断」前橋市の歯車精密加工業 

社内に二つの意見があり、それぞれにメリット、デメリットがある

というケース。その課題に基づいてグループごとに討議し、まと

め、発表しました。 

●基調講演 下町ボブスレー委員会 西村修氏 

2011年、大田区の町工場など100社以上が集まり、モノ作りの

技術を世界に発信するプロジェクトとしてスタート。 

2014年ソチオリンピックのボブスレー用ソリを開発するが、結果

は不採用。その後も開発を続けるが、契約違反などにより使用

されることはなかった。しかし2018年8月、情熱を「ソリ」開発に

注ぎ、再始動。 

●講演を聞いて 

下町ボブスレーは、地域を日本をそして世界を巻き込み挑み

ました。日本製のボブスレー作りに挑んだ姿勢、まだ無いもの

を作ろうという人々が一丸となった思いを学びました。この講演

後、私達のチームはさらに意見を交換しあい、優勝へ向けて

の意識が高まったように思いました。 

●RYLAに参加して 

様々な年代や異業種の方々と交流することができ、いろい

ろな考え方や価値観を共有できました。 

相手の意見や考えを受入れ、否定せず、論点をまとめてい

くことがリーダーシップであると学びました。 

この経験を今後に活かしていきたいと思います。 

 

 

 

【四つのテスト】志村 幸男 会員   【点 鐘】大野 勉 会長                   

 

 

 

  
臼井勉 Ｒ財団副委員長     門間亜砂子 米山記念奨学委員長 

 

 

様々な年代や異業種の方々と交

流することができ、いろいろな考え

方や価値観を共有できました。 

相手の意見や考えを受入れ否定

せず、論点をまとめていくことがリ

ーダーシップであると学びました。 

この経験を今後に活かしていきた

いと思います。 (以上、資料より抜粋） 

 

３名の上司 支店長 木村基

会員「この資料を見ましたが、

すごいなぁと思いました。」 

【 会 報委員会 】  

文責：黒木 啓太郎 委員     写真：川﨑 航 委員長 


