第 1282 回

例会記録

2019 年 7 月 5 日（金）

S.A.A 委員長 鈴木 豊成

【ガベル引継ぎ】
右：
大野 勉 前会長より
左：
親松 明 新会長へ

【点

鐘】

親松 明 会長

【例会場】

ホテルモリノ

【S .A.A .】
【ソ ン グ 】

鈴木

豊成 委員長

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】
◆結城 光雄様（川崎百合丘ＲＣ）

親松 明会長
◆米山奨学生 ミカル君

【前年度会長、幹事へ花束贈呈】
左より宇津木今年度幹事、親松今年度会長、大野前年度会長、青戸前年度幹事

【第 1 回理事・役員会報告】

親松

明 会長

１．山上剛史様入会について ⇒ 承認、さらしを回す
２．臼井勉様退会について、退会回避に向けて交渉中⇒ 承認
３．2018-19年度会計報告
４．その他

⇒

承認

フエ大学設立15周年記念式典につき書籍寄贈

￥46,487と旅費等￥50,000を〈麻生BOX〉より支出 ⇒ 承認

【会員誕生日】【奥様誕生日】

森

〈奥様〉花輪 孝一 会員夫人 佳子 様

茂則 親睦委員長
※今月の会員はなし
ベトナムへ寄贈品を届ける

今期第三グループガバナー補佐

鈴木憲治会員へ

を務める大野会員へ

【会長報告】

親松 明 会長

１．７月のＲI レート １ドル＝１０８円
2. ガバナー事務所より
花輪 孝一 会員

森 茂則 親睦委員長

2018-19 年度金子ガバナーと千田

地区幹事より、1 年間の協力へのお礼状が届く。

第 １２８３回 例会 ７月１２日（金）就任挨拶
第 １２８４回 例会 ７月１９日（金）増強セミナー報告
第 １２８５回 例会 ７月２６日（金）委員長会議報告

ホテルモリノ
ホテルモリノ
ホテルモリノ

［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

３. 第 2590 地区ロータアクト全クラブ合同例会の案内。

【米山記念奨学委員会】

7 月 28 日（日）13：30～16：30 サンビアン川崎
４. あさお区民まつり実行委員会より、協賛金納入依頼。
※例年通り￥10,000 を協賛。
【幹事報告】

宇津木

木村 良三 委員長

第 1282 回(件数)

合計

6件

¥51,000

米山記念奨学

◇親松明会長、◇宇津木茂夫幹事【1 年間宜しくお願いします】
◇梅澤馨会員【親松年度を記念して】

茂夫 幹事

★例会変更

◇鈴木憲治会員【親松年度を祝して】

◎川崎高津RC ◇7/25㈭⇒7/28㈰ 変更

◇木村良三会員、◇佐々木範行会員 ご協力有難うございました。

高津区民祭 ◇8/15（木）休会

「米山記念奨学会は、皆さまの寄付から成り立っている奨学金

◇8/22（木）⇒8/25（日）変更 納涼家族会

制度です。ぜひ通過せずにご協力をお願いいたします。」

日帰りバスツアー 千葉方面

◇8/29（木） 休会

【雑誌広報委員会】

◎他 川崎大師ＲＣ、神奈川ＲＣ
※7月5日発行のタウンニュース麻生区版に親松会長の紹介記事

鈴木 憲治 委員長

「ロータリーの友」は横書き、縦書があり
ます。横書きは基本的な報告などを掲載

が掲載されています。

【出席委員会】

門間

亜砂子 委員長

例会

会員

出席

欠席

修正

出席率

1282 回

31

25

6

1281 回

32

26

6

1

81.3％

1280 回

32

25

7

1

78.1％

80.6％

してあります。右から読むのが横書き、左
から読むのが縦書となっています。来月
来日される RI 会長のプロフィール等が載
っています。27 ページに 2590 地区の轟ガバナーのことが掲載、
また、クラブの情報も見られますのでご覧ください。
【就任挨拶】

【ニコニコ委員会】

梅澤 馨 委員長

第 1282 回(件数)
ニコニコ
●お客様

24 件

会長方針である、明るく、楽しい例会を目指

￥24,000

して、一年間頑張りますので宜しくお願い致
します。

◇川崎百合丘RC 結城 光雄様
【親松会長 宇津木幹事の船出を祝して】

●会員

◆鈴木豊成 SAA委員長

合 計

◇親松明会長、◇宇津木茂夫幹事

◆蓬田忠 クラブ奉仕委員長
地区の方針「原点を忘れずに」また会長

【1年間よろしくお願い致します】

方針「明るく、楽しいクラブ」を踏まえて、

◇大野勉会員、◇梅澤馨会員、◇梶俊夫会員、◇佐藤達弥

新しいロータリアンをテーマに会員増員

会員、◇志村幸男会員、◇鈴木昭弘会員、◇鈴木憲治会員、

を目標にしたいと思います。当クラブは

◇鈴木眞一会員、◇鈴木豊成会員、◇長瀬敏之会員、

委員長はじめ会員全員が増強委員です。その認識をもって一

◇中山隆弘会員、◇花輪孝一会員、◇蓬田忠会員

年間良い方向にもっていって頂きたいと思います。

【親松会長・宇津木幹事1年間宜しくお願いします】
◇青戸慶太会員 ◇円城寺広明会員 ◇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 ◇森茂則
会員 ◇森啓伊会員
以上、ご協力ありがとうございました。

◆森啓伊 職業奉仕委員長
活動計画書にもありますが、職業を通じ
て奉仕活動の場を作っていきたいと思
います。職場訪問もこれから練っていき

←門間亜砂子

たいと思いますので、ご協力のほどよろ

出席委員長

しくお願いいたします。

梅澤馨⇒
ニコニコ委員長

【ロータリー財団委員会】
Ｒ . 財 団

佐藤 達弥 副委員長

第 1282 回(件数)

合 計

7件

￥68,600

◇親松明会長、◇宇津木茂夫幹事【1 年間宜しくお願いします】

【四つのテスト】

森 啓伊 会員

◇梅澤馨会員【親松年度を祝して】

【点

親松 明 会長

◇鈴木昭弘会員、◇鈴木憲治会員【親松年度スタートを祝って】

【会報委員会】

◇大野勉会員、◇佐々木範行会員 ご協力有難うございました。

鐘】

◇文責：円城寺 広明 委員長 ◇写真：佐藤 忠博 委員

【大野 勉 第３グループ ガバナー補佐ご挨拶】
これから１年間、地区とクラブのパイプ役として務めさせて頂き
ますので、どうぞよろしくお願いたします。
ガバナー補佐の主な役割は、
① ガバナーを援助することにより、担当するクラブの効果的
な運営のサポートにつとめる。
② 地区目標の設定を援助する。

⑨ 定期的にクラブに連絡をとり、活動状況を把握する。

③ ガバナーのクラブ訪問のスケジュールを調整する。

⑩ クラブ会長エレクトが目標を設定してロータリークラブ・

④ クラブの強みと弱み、目標に向けた活動の進歩をガバナ

セントラルに入力しこれからの目標を達成できるよう援助
する。

ーに伝える。

⑪ 招かれた場合には、クラブの例会、協議会、その他の

⑤ 地区の行事と活動に参加する。
⑥ 地区チーム研修セミナーに出席する・会長エレクト研修
セミナー（PETS）と地区研修・議会に出席する。
⑦ 将来、リーダーとなれる人人材を探し、育成する。
⑧ クラブの状況について次期がバナー補佐に情報を提供

行事に出席する。
⑫ クラブを支援するための具体的なアイディアを、地区
リーダーシップチームに提案する。
⑬ 地区大会やその他の地区会合への出席をクラブに奨
励する。

する。

2019-2020 年度 初例会 （2019 年 7 月 5 日）

理事役員会

理事役員会

