
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 

第１２８３回例会 ７月１２日（金）就任挨拶         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 .】                宇津木 茂夫 委員 

【ソング 】         ロータリーソング『我等の生業』 

【会長報告】              大野 勉 会長 

１.国際ロータリー日本事務局より、Ｒレートお知らせ時期変更

の案内。 現行 ： 前月下旬⇒当月上旬 2019年 7月より 

2 .ガバナー事務所より 

2019-20年度クラブ基盤管理セミナーPART1開催の案内。 

 7月 18日（木） 15:00～17:30 ソシア２１ ４F 

３. Ｒ財団とロータリー米山記念奨学会より、感謝状が届く。 

◆Ｒ財団：《ポール・ハリス・フェロー》 臼井 勉会員    

◆米山記念奨学会：《第 33 回メジャードナー》 鈴木 憲治会員 

４. 川崎西北ロータリークラブより、表敬訪問のお知らせ。 

7月 19日(金)第 3例会 吉場次年度会長・牛尾田次年度幹事 

５. 横浜東ロータアクトクラブより、7月第 1例会の案内。 

7月 3日(水) 20:00～21:30  

ホテル横浜キャメロットジャパン ※川﨑会員 出席予定 

６. 川崎・しんゆり芸術祭実行委員会より、委員会資料が届く。 

７. 横浜市営地下鉄 3号線延伸早期完成期成同盟会より、 

機関紙『メトロの風ニュース』が届く。 

８. “社会を明るくする運動”事務局より、 

街頭啓発キャンペーン実施の案内。 

7月 6日(土) 11:00～ 小田急新百合ヶ丘駅南口デッキ 

9. あさお区民まつり実行委員会より、実行委員会開催の案内 

【第 1回】6月 21日(金) 19:00～ 麻生区役所 第 1会議室 

【第 2回】9月 19日(木)  19:00～ 麻生区役所 同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈その他の大野会長 報告〉６月１６日(日)に第４９回研修協議

会、卒会式が行われ、ローターアクトの卒会式に出席しました。

RAC の活発な活動の発表がありました。また次次年度には

RACからロータリアンを経てガバナーになる方もおられます。 

【幹事報告】             青戸 慶太 幹事 

★2019-20年度 理事・役員のお知らせが届く。 

・川崎西北ＲＣ ・川崎百合丘ＲＣ ・川崎ＲＣ ・川崎南ＲＣ 

・川崎大師ＲＣ ・川崎マリーンＲＣ 

【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 

1280回 32 24 8  75％ 

1279回 32 22 10 1 71.9％ 

1278回 32 21 11 3 71.9％ 

 

 

 

 

 

［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 1280回 例会記録 2019年 6月 21日（金） S.A.A 委員長 鈴木 昭弘 

 

臼井勉会員《R財団・ポールハリスフェロー》を、 

鈴木憲治会員《米山記念奨学会・第 33 回メジャードナー》を受ける。 

老沼純会員退会 

「諸般の事情により退会させていただき

ます。4年間の中で、奉仕の精神を勉強

させていただきました。また、地域でお

会いしたら、声をかけて頂ければうれし

いです。有難うございました。」 
 



【ニコニコ委員会】            杉山 遼 委員長 

 第 1280回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    22件 ￥22,000 

●会員 

◇大野勉会長 【後2回です】 

◇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 ◇老沼純会員 

◇親松明会員 ◇梶俊夫会員 ◇川崎航会員  

◇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 ◇鈴木昭弘会員  

◇鈴木眞一会員 ◇長瀬敏之会員 ◇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1280回(件数)  1件 ￥5,000 ◇佐々木範行会員 

【米山記念奨学委員会】      門間 亜砂子 委員長 

★第1280回(件数)  １件 ￥5,000 ◇佐々木範行会員 

ご協力有難うございました。 

【各委員会年度報告】  

◆クラブ奉仕委員会         親松 明 委員長  

 

 

 

 

 

 

 

◆職業奉仕委員会        円城寺 広明 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

◆国際奉仕委員会        黒木 啓太郎 委員長 

 

 

 

 

 

 

◆青少年奉仕委員会        鈴木 眞一 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

◆総  評              大野 勉 会長 

 

 

 

 

 

五大奉仕委員長さん、お疲れさまでした。当クラブの足りない

点を考えて頂きたいと思います。 

当クラブは創立して２７年になりますが、ロータリークラブに入っ

て誇りをもつこととして、例会時にはロータリーのバッジを付け

て頂きたいと思っています。誇りを持って出席することによって、

奉仕活動が生まれるのではないかと思います。 

次期はガバナー補佐として各クラブを回るのですが、今から大

変なことだと思っています。第三グループの責任者として頑張

っていきたいと思います。 
 

【四つのテスト】                  鈴木 昭弘 会員 

【点  鐘】                      大野 勉 会長 

 

 

 

 

【 会 報委員会 】  

文責：佐藤 達弥 委員      写真：志村 幸男 委員 

活動計画書にはいろいろと書きま

したが、あまり成果は上がってい

ないのではないかと思います。 

ただ、会長方針はまっとうできた

のではないでしょうか。次年度は

会長として頑張りますので、宜しく

お願いいたします。 

１月に町田ゼルビアのグランドを

見学し、ゼルビアキッチンで例会

と会食でしたが、夕方からの見学

の流れになり、親睦は深まりまし

た。また出席もまあまあでしたが、

もう少し出席者が多いと盛り上が

るのではないかと思います。  

活動は、会議に出席したくらいで

あまりできなかったと思います。 

次年度も継続ですし、次次年度く

らいには何かできるのではないか

と考えています。よろしくお願い致

します。 

 

地区青少年委員会の会議に出席

し、その中でライラの話しに感銘を

受け、今年度は参加してほしいと

思っていたところ、会員の社員さん

が３名も参加されて、本当に良かっ

たと思っています。次年度も参加

を心がけて頂ければと思います。  

 

 

 

 


