
第１２８７回例会 ８月 ９日（金）クラブ協議会      ホテルモリノ  

第１２８８回例会 ８月２３日（金）納 涼 会       ホテルモリノ 

第１２８９回例会 ８月３０日（金）ガバナー公式訪問    ホテルモリノ 

 

 

 

【点  鐘】                親松 明 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【S.A.A .】                 雪井 洋子 委員 

【ソング】    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】          親松 明 会長 

◆山上 剛史様（本日入会者） 

◆森田 明子様（チェリスト 森田啓佑さんのお母様でマネージャー） 

 

 

 

 

 

 

【入会式】               親松 明 会長 

 

 

 

 

 

 

【会員誕生日】【奥様誕生日】    森 茂則 親睦委員長 

〈会員〉鈴木眞一会員(１日)、梶俊夫会員会員(６日) 

宇津木茂夫会員(15日)、〈奥様〉鈴木憲治会員夫人 礼子様、 

〈結婚記念日〉中山隆弘会員、黒木啓太郎会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第２回理事・役員会報告】           親松 明 会長 

１．８月２３日納涼会について 例会終了後18:00～20:30 

ホテルモリノビアホール 会費：会員￥4,000(前年度と同

じ) 同伴成人￥2,000                 【承認】 

２．令和2年1月 3クラブ合同新年会について 

３．大石 佳(このむ）様 さらしの件 野村證券(株)新百合ヶ

丘支店 支店長転勤に伴う入会 本日(8/2）会員にさらし

を配ります。異議がなければ8月30日 ガバナー公式訪

問の日に入会式予定。                【承認】    

４．事務局ＰＣデータ移行について 事務局ＰＣ買い替えに

伴うデータ及びメールの移行作業をアイシス(株)に依頼

する件。費用￥32,400                 【承認】 

５．ポリオ募金の件                     【承認】 

【会長報告】    親松 明 会長 

１． ８月のＲIレート １ドル＝１０８円 

（７月と同じ） 

２．ガバナー事務所より 

○地区大会のパンフレットが届く。 

１０月２５日(金)・２６日(土) パシフィコ横浜会議センター 

 

 

 

 

 

 

［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 1286回 例会記録 2019年 8月 2日（金） S.A.A 委員長 鈴木 豊成 

 

 

 

 

コンサートのご案内をされる 

森田明子様 

「8月 30.日の森田啓佑のチェロコン 

サートにおいて、川崎麻生ロータリー 

クラブ様にご協賛をいただき有難うご 

ざいます。このコンサートは地元であ 

る麻生区にゆかりのある方々に関わっていただき、作り上げたコンサー

トになっております。当日、どうぞお越しください。」 

 
右：入会者 山上剛史様     右・紹介者代表 碓井美恵子会員

今月、記念日を迎える会員



○ガバナー公式訪問の際の同行者とキャラバン隊３名のお

知らせが届く。同行者：鈴木 慎二郎 地区幹事 

キャラバン隊：小山宏明様・山﨑美津夫様・滝口幹子様 

３．R財団より、確定申告用の領収証が届く。 

４．川崎百合丘 RC より、納涼会の案内。 

８月２０日(火) 例会：17:00点鐘 納涼会：17:30～ 

 ホテルモリノ 7Ｆ ビアホール 

【幹事報告】             宇津木 茂夫 幹事 

★例会変更 

◎川崎百合丘ＲＣ ◇7/30（火）⇒8/2（金）～3（土）へ振替 

移動例会 長岡花火大 ◇8/13（火）休会 ◇8/20（火）移

動例会 17:0点鐘 納涼会 17:30 

◎川崎宮前RC ◎川崎中原RC ◎横浜南RC ◎横浜南央RC 

★会報着 

◎新川崎ＲＣ 第1153回（7/17）～第1154回（7/24） 

【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 

1286回 30 22 8  73.3％ 

1285回 31 27 4 4 100％ 

1284回 31 24 7 4 84.4％ 

【ニコニコ委員会】             梅澤 馨 委員長 

 第 1286回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    19件 ￥19,000 

●会員 

◇親松明会長【山上さん入会お 

めでとうございます。これから 

も宜しくお願いします】 

◇碓井美枝子会員【山上さんおめでとう】 

◇梶俊夫会員【山上さん入会おめでとうさん。間税会も!!】 

◇鈴木昭弘会員【山上さん入会おめでとうございます】 

◇鈴木憲治会員【同上。ベトナムとモンゴルへ行って来ました】 

◇鈴木眞一会員【ホテルモリノビアホール、私たちのバンド 

“マウイ・アイランダース”は毎週水曜日出演しています。 

よろしくお願いします。ただし、8/28は別のバンドです】 

◇梅澤馨会員 ◇木村良三会員 ◇黒木啓太郎会員 

◇佐々木範行会員 ◇佐藤達弥会員 ◇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。 

【前年度出席委員会】        

佐藤 達弥 前年度委員長 

前年度出席 100％の鈴木憲治会 

員(右)を表彰いたします。 

（28回目の表彰） 

【ロータリー財団委員会】       山下 俊也 委員長 

 第 1286回(件数) 合 計 

Ｒ . 財 団    4件 ￥27,600    

◇鈴木憲治会員【山上さん入会おめでとうございます】 

◇宇津木茂夫幹事 ◇梅澤馨会員 ◇山下俊也会員 

ご協力有難うございました。 

【米山記念奨学委員会】         木村 良三 委員長 

 第 1286回(件数) 合計 

米山記念奨学 5件 ¥46,000    

◇宇津木茂夫幹事 ◇梅澤馨会員 ◇木村良三会員 

◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木憲治会員       

ご協力有難うございました。 

【卓 話】 自 己 紹 介            山上 剛史 新会員 

 

 

 

 

〈自己紹介〉 

年齢 37歳、麻生区細山在住、 

㈱SOERUTE 取締役  家族： 妻、子供二人の４人家族 

〈主な経歴〉防衛大学校を卒業し、幹部候補生となる。戦闘訓

練やドイツ留学を経て陸海空士官学校へ。その後５年間勤務

し、人を束ねることの難しさを体験。母校の幹部候補生学校に

て教官として勤務。選抜試験に合格し、海外勤務。 空自初の 

 

 

 

 

 

 

 

その後、家族の大怪我や病気などの事情により退官。家業の

介護事業を担うことになる。 

〈ＳＯＥＲＵＴＥ(添える手)のご紹介〉 

訪問介護、訪問看護、居宅介護支援 などの事業。住み慣れ

た自宅での安心した医療・介護サービスを提供しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【四つのテスト】 親松 明 会長   【点 鐘】 親松 明 会長 

【会報委員会】 

◇文責：佐藤 忠博 委員  ◇写真：中山 隆弘 委員 

 

◇宇津木茂夫幹事【森田

様ようこそ。山上さんよ

ろしくお願いします】 

 

–– 

この度は碓井美枝子様、鈴木憲治

様、鈴木昭弘様のご紹介で、川崎麻

生ロータリークラブに入会させて

いただき有難うございます。 

 

オーストラリア派遣。豪州

国防大学卒業、豪州国立

大学 軍事防衛大学修士

修了。帰国、防衛省 航

空幕僚監部防衛課、装備

課で将来の装備品に関

する体制作りに寄与。 

の後、家業や家族の事情

により退官。 

 

 

–– 


