
第１２８５回例会 ７月２６日（金）委員長会議報告    ホテルモリノ８F「椿の間」  

第１２８６回例会 ８月 ２日（金）入会式、自己紹介   ホテルモリノ７F 

第１２８７回例会 ８月 ９日（金）クラブ協議会     ホテルモリノ７F 

 

 

【点  鐘】                親松 明 会長 

【例会場】                  ホテルモリノ 

【S.A.A .】                鈴木 豊成 委員長 

【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】          親松 明会長 

◆吉場 八重子様（川崎西北ＲＣ 会長） 

◆牛尾田 建一様（川崎西北ＲＣ 幹事） 

◆中島 健児様（川崎百合丘ＲＣ 会長） 

◆金子 拓哉様（川崎百合丘ＲＣ 幹事） 

◆山上 剛史様（入会予定者） 

 

 

 

 

 

【来客ご挨拶】 

◆吉葉八重子様、牛尾田 建一様（川崎西北ＲＣ会長、幹事） 

「昨日で当クラブの例会場「柏屋」が改装のため最後の例会となり

ました。8月～9月にかけては、こちらの会場を使わせていただくこ

とになりました。どうぞメーキャップにいらしてください。」 

◆中島健児様、金子拓哉様（川崎百合丘ＲＣ会長、幹事） 

「日頃は近隣クラブとしてお世話になっております。今年度は45

名でのスタートとなり、また今月は4名の入会があります。この体制

を１年間守りたいと思います。よろしくお願い致します。」 

【会長報告】               親松 明 会長 

１．ガバナー事務所より 

○クラブ青少年奉仕委員長会議開催の案内。 

８月５日(月) 16:30～18:30 かながわ県民センターホール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地区大会記念チャリティーゴルフ大会の案内。 

９月１７日(火) 湘南カントリークラブ 

２．『ハイライトよねやま 232号』発行の連絡。 

３．麻生観光協会より、会費納入依頼と総会資料が届く。 

４．川崎美化運動実施麻生支部より、市内統一美化活動実施

の案内。９月２９日(日) 9:00～12:00 

5．横浜市営地下鉄 3号線延伸早期完成期成同盟会の 

ニュース(第 1号)が届く。 

6．野村證券支店長 木村基会員 転勤について 

  次回挨拶に来られます。 

※親睦委員は２名ほど 30位早く 

来て、受付にて待機、来客の 

受付やご案内をしてください。 

※7/16に川崎百合丘 RCへ、 

7/18に川崎西北 RCへ表敬 

訪問に行って参りました。 

 

 

 

 

 

 

 

［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 1284回 例会記録 2019年 7月 19日（金） S.A.A 委員長 鈴木 豊成 

 

金子 拓哉 

 

金子 拓哉 金子 拓哉 

吉場 八重子 様

 

牛尾田 健一 様       中島 健児 様       金子 拓哉 様 

前年度の出席率 100％の会員 

〈左より〉佐藤達弥 前年度出席委員長、親松会長、鈴木眞一会員、大野

勉会員、鈴木昭弘会員、宇津木茂夫幹事、木村良三会員、青戸慶太会

員、門間亜砂子会員 （他に鈴木憲治会員、梅澤馨会員…欠席） 

金子 拓哉 



【幹事報告】            宇津木 茂夫 幹事 

★例会変更 

◎川崎西RC ◇8 /30（金）休会  

◎川崎西北RC ◇7/25（木）・8/15（木） 

・9/26（木）休会 ◇8/1（木）・8/8（木） 

・8/22（木）・９/12（木）・9/19（木） 

通常例会 ホテルモリノ  

◇8/30（金）夜会 納涼家族会 二子玉川 エクセルホテル

東急30Ｆ ◇９/5（木）ガバナー公式訪問 ホテル モリノ 

◇10/3（木）通常例会 登戸(新)柏屋              

◎川崎ＲＣ ◎横浜あざみＲＣ                       

★会報着 

◎川崎北 RC 第 2835回（1/23）～第 2854回（7/3） 

◎川崎中原RC 第1444回（1/17）～ 第1454回（6/20） 

【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 

1284回 31 24 7  77.4％ 

1283回 31 19 12 9 90.3％ 

1282回 31 25 6 4 93.5％ 

【ニコニコ委員会】         杉山 遼 社会奉仕委員長 

 第 1284回(件数) 合 計 

ニコニコ    24件 ￥29,000 

●お客様 

◇川崎西北RC 会長 吉場八重子様、幹事 牛尾田建一様 

【本日は表敬訪問に参りました。来月と9月2ヶ月間例会場を

こちらでお借りする事になりました。百合丘ＲＣ・麻生ＲＣクラ

ブの備品もお借りする事になり、大変感謝しております】 

◇川崎百合丘ＲＣ 会長 中島健児様、 幹事 金子拓哉様 

【本日、表敬訪問に参りました。一年間宜しくお願いいたし

ます】 

●会員 

◇親松明会長、◇宇津木茂夫幹事 

【川崎西北・川崎百合丘 会長・幹事ようこそ】 

◇大野勉会員【川崎西北 吉場会長 牛尾田幹事 川崎百合 

丘 中島会長 金子幹事、連日ご苦労さまです】 

◇志村幸男会員、◇鈴木昭弘、◇長瀬敏之 

【川崎西北・川崎百合丘 会長・幹事ようこそ】 

◇青戸慶太会員 ◇碓井美枝子会員 ◇円城寺広明会員 

◇梶俊夫会員 ◇木村良三会員 ◇黒木啓太郎会員 

◇佐藤達弥会員 ◇杉山遼会員 ◇鈴木眞一会員 

◇鈴木豊成会員 ◇中山隆弘会員 ◇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。 

【米山記念奨学委員会】         木村 良三 委員長 

 第 1284回(件数) 合計 

米山記念奨学 3件 ¥16,000    

◇大野勉会員 【川崎西北 会長・幹事様、川崎百合丘 会長・

幹事様 ようこそ】 

◇木村良三会員 ◇鈴木豊成会員  

ご協力有難うございました。 

【プログラム委員会】            志村 幸男 委員長 

次回７月 26日の会場は、８Fの「椿の間」です。 

8月 2日は、山上剛史様の入会式です。予定の招聘卓話を

山上さんの自己紹介に替えさせていただきます。8月 9日は

クラブ協議会、8月 16日は休会、8月２３日は納涼会、8月 30

日はガバナー公式訪問です。 

【前年度出席率 100％の会員の表彰】 

佐藤 達弥 前年度出席委員長 

◆親松明会長（28回目）、 

◆鈴木憲治会員（28回目…欠席）、 

◆鈴木眞一会員（15回目）、 

◆梅澤馨会員（14回目…欠席）、 

◆大野勉会員（13回目）、 

◆鈴木昭弘会員（6回目）、 

◆宇津木茂夫幹事（3回目）、 

◆木村良三会員（2回目）、 

◆青戸慶太会員（1回目）、 

◆門間亜砂子会員（1回目） 

代表で鈴木眞一会員挨拶→ 

「途中、病気で休みましたが、特別な枠で頂けました。 

有難うございます。」 

【就任挨拶】 

◆杉山 遼 社会奉仕委員長 

「麻生川沿道清掃やポスター掲示 

などの実施内容は変わりませんが、 

その目的を地域の方々に認知、理 

解して頂き知ってもらう機会として、実施したいと思っ

ています。クラブの魅力の向上と会員の増強につながる

ようにしたいと思っています。地域の方々に参加してい

ただく手段として、タウンニュースやお店の協力をお願

いしたいと考えています。よろしくお願いいたします。 

【健康講座】               指導：杉山 遼 会員 

第３、第４例会場である百合ヶ丘カントリー倶楽部の階

段を楽に上がれるような筋肉の訓練の話。 

【四つのテスト】 杉山 遼 会員    【点 鐘】 親松 明 会長                   

【会報委員会】 

◇文責：黒木 啓太郎 委員  ◇写真：木村 良三 委員 

 

 

 

 


