
第１２８０回例会 ６月２１日（金）各委員会年度報告      百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第１２８１回例会 ６月２８日（金）会長の日(一年を振り返って)  ホテルモリノ 

第１２８２回例会 ７月 ５日（金）新年度初例会        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 】    ロータリーソング『それでこそロータリー』 

【ゲスト・ビジター紹介】          大野 勉 会長 

◆大友憲子様 第３G ガバナー補佐（川崎高津南 RC） 

◆片寄優子様（川崎西北 RC 今年度幹事） 

◆吉場八重子様（川崎西北 RC 次年度会長） 

◆山上剛史様（㈱SOERUTE 取締役） 

【第３G ガバナー補佐ご挨拶】          大友 憲子 様 

「昨年 6 月 19 日にご挨拶で麻生 RC に 

伺い、その前年に青少年交換学生のこと 

でも関わりがあり、また大野会長が最初の 

会長をされた時に同期でした。個人的な 

知り合いが沢山いて、アットホームなクラブ 

だと思いながら一年間 G 補佐をさせていただき、お世話になり

有難うございました。本日は、次期G 補佐のご紹介ということで

参りました。どうぞよろしくお願いいたします。」 

【次期 G 補佐ご挨拶】               大野 勉 会長 

「この一年は会長を経験しながら G 補 

佐との会合等が多く、次年度は G 補佐 

として、第３G のクラブの要望などお聞 

きしながら、ガバナーへ伝えていきたい 

と思っております。当クラブの皆様へは 

ご迷惑をおかけしますが、期待、希望を 

もって頑張っていきたいと思いますので、一年間よろしくお願

いいたします。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           

★川崎西北 RC 幹事 片寄 優子 様 ご挨拶 「川崎麻生

RC の会員さんにはいろいろとお世話になりました。本日は次

年度会長から皆様へのご挨拶ということで参りました。」 

 

 

 

 

 
 

★川崎西北 RC  次年度会長 吉場八重子 様 ご挨拶  

「当クラブの例会場である柏屋が工事で２ヶ月間使えませんの

で、８月と９月はこちらの会場で例会を行うことになりました。つ

きましては荷物の移動の関係で、こちらの物を使わせて頂きた

いと思い、勝手ながらお願いに参りました。」 

【中山隆弘会員へお祝い贈呈】             大野 勉 会長 

中山隆弘会員に第２子が誕生しましたの 

で、お祝いを差し上げました。 

中山会員「申し遅れましたが、１月 14 日 

に第２子の女の子が誕生しました。初めて 

の女の子です。本日は有難うございました。」 

 

 

 

 

 

 

 

［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 1279 回 例会記録 2019 年 6月 14日（金） S.A.A 委員長 鈴木 昭弘 

 

 

〈左〉片寄優子様  

〈右〉吉場八重子様 

 

大友憲子様、一年間有難うございました。お疲れ様でした。 

 



【第12回 新旧 理事・役員会報告】    大野 勉 会長 

１．2019-20 年度予算案説明 親松次年度会長より説明【承認】 

２．会長・幹事ご苦労様会 収支報告           【承認】 

宇津木次年度幹事より報告、残金は親睦費へいれる。  

【会長報告】              大野 勉 会長 

１．国際ロータリー日本事務局より、ドル紙幣による寄付受入

口座閉鎖のご案内が届く。閉鎖日：2019 年６月 30日（日） 

２．ガバナー事務所より、 

○第 15 回ロータリー日韓親善会議の案内。 

9月 28 日（土） 13:40～ 仙台国際センター 2Ｆ 

○2019-20年度の地区資料等が届く。 

３．『ハイライトよねやま 231号』がメールで届く。 

４．麻生養護学校後援会より、平成 31年度総会の報告。 

５．“社会を明るくする運動”麻生区推進委員会より、委員会

開催の案内。6月 14日(金)  

10:00～ 麻生区役所 4階  

【幹事報告】    青戸 慶太 幹事 

◆川崎高津南ＲＣより 

2019-20 年度 理事・役員のお知らせ。 

【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 

1279回 32 22 10  68.8％ 

1278回 32 21 11 3 71.9％ 

1277回 32 20 12 6 81.3％ 

 

 

 

 

 

【ニコニコ委員会】            杉山 遼 委員長 

 第 1279回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    25件 ￥27,000 

●お客様 

◇大友憲子様 第3Gガバナー補佐（川崎高津南RC） 

【本日はお礼と次年度大野氏への引き継ぎでお伺い致しま

した。一年間お世話になり本当に有難うございました】 

◇片寄優子様（川崎西北RC 幹事） 

【お世話になります。次年度もよろしくお願いします】 

◇吉場八重子様（川崎西北RC 次年度会長） 

【本日よろしくお願いします】 

●会員 

◇大野勉会長【第3Ｇガバナー 補佐大友憲子様、1年間ご苦 

労様でした。川崎西北ＲＣ片寄様、吉場様ようこそ】 

◇梶俊夫幹事【お休みが多くてスミマセン】 

◇鈴木昭弘会員【山上様ようこそ】 

◇鈴木憲治会員【大友さん大変お疲れさまでした】 

◇青戸慶太幹事 ◇臼井勉会員 ◇宇津木茂夫会員 

◇円城寺広明会員 ◇親松明会員 ◇木村良三会員 

◇黒木啓太郎会員 ◇佐々木範行会員 ◇志村幸男会員 

◇杉山遼会員 ◇鈴木眞一会員 ◇鈴木豊成会員  

◇長瀬敏之会員 ◇中山隆弘会員 ◇森啓伊会員  

◇門間亜砂子会員 ◇雪井洋子会員 ◇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1279回(件数)  1件 ￥2,000 ◇臼井勉会員 

【米山記念奨学委員会】      門間 亜砂子 委員長 

★第1279回(件数)  2件 ￥20,000   

◇志村幸男会員【大友ガバナー補佐ごくろうさまでした】 

◇森啓伊会員             ご協力有難うございました。 

【クラブフォーラム】 次年度へ向けて（次年度委員長の抱負） 

●杉山遼 社会奉仕委員長 次年度実施内容は、現委員長 

と同様、清掃活動とポスター掲示をメインに行いますが、一

般参加者も動員したいと思っています。それはRCの認知度

の向上と共に会員増強も図りたいと思います。 

●鈴木昭弘 青少年奉仕委員長 今年に引き続き、米山奨

学生ミカル君をカウンセラーと共にバックアップしていきたい

と思っております。またRYLAにもどなたかに参加して頂きた

いと思います。 

●森啓伊 職業奉仕委員長 毎年同じ様になりますが、四つ

のテストの唱和、職場訪問を実施、招聘卓話を実施、職場

訪問はなるべく歩かない方向で考えております。 

●黒木啓太郎 国際奉仕委員長 昨年に引き続き、地区の

国際奉仕委員会への協力、米山記念奨学会への協力、な

ど国際奉仕活動を模索して参ります。 

●蓬田忠 クラブ奉仕委員長 地区の方針、当クラブの方

針に照らして次年度はやっていきたいと思い、また例会を

マンネリ化にならないようにもっていきたいと思います。次年

度のガバナーは増強を強調しておられますので、協力して

いきたいと思っております。 

※宇津木茂夫 次年度幹事より 次年度活動計画書は皆さ

んのご協力によって予定通り完成に近 

い形で進んでおります。有難うございま 

した。 

【四つのテスト】   円城寺 広明 会員 

【点  鐘】         大野 勉 会長 

 

 

 

 

  

 

←鈴木豊成 

  出席委員 

 

 

杉山遼→ 

ニコニコ委員長 

【 会 報 委 員 会 】  

文責：佐藤 達弥 委員     写真：鈴木 豊成 委員 


