
第１２９１回例会 ９月１３日（金）クラブフォーラム    ホテルモリノ 

第１２９２回例会 ９月２７日（金）移動例会（歓迎会）   柿生「とん鈴」 

第１２９３回例会１０月 ４日（金）定例役員会        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 .】                  梶 俊夫 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 

◆米山奨学生  

ミカル君 

 

 

 

 

【会員誕生日】【奥様誕生日】      森 茂則 親睦委員長 

〈会員〉雪井 洋子会員(13日)、木村 良三会員(17日)、 

佐々木 範行会員(21日)、鈴木 憲治会員(26日)、 

長瀬 敏之会員(29日)、 

〈奥様〉なし  〈結婚記念日〉なし 

〈誕生日当日賞〉山上剛史会員8/23 

【代表して雪井 洋子会員コメント】 

「70 歳になります。70 代は沢山元気に 

遊びたいです！宜しくお願いします。」 

【第 3 回理事・役員会報告】           親松 明 会長 

１．8月九州北部豪雨被災地支援義損金について 

会員＠500円×会員数→特別会計より、別途有志より募金 

２．事務所シュレッダ買替について 

破損の為買替。品名：クロスカットシュレッダ84Ｃｉ-2。 

川崎百合ヶ丘ＲＣと折半。購入先は石野電気(大野会員) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．鈴木昭弘会員所属のグリーンハート定期演奏会へのお

祝金について (鈴木昭弘会員 団長)  

9月15日(日) お祝金贈呈10,000円(昨年度と同じ) 

 

 

 

 

 

 

 

４．〇納涼家族会収支報告  森親睦活動委員長より 

〇移動例会について〈新会員歓迎会〉 

9/2718：00 点鐘 歓迎会は 18：30～柿生「とん鈴」 

【会長報告】               親松 明 会長 

１．９月のＲＩレート １ドル=１０６円 

２．ガバナー事務所より 

○８月３０日のガバナー公式訪問への 

御礼状が届く。 

○８月九州北部豪雨被災地支援への 

義援金協力の依頼が届く。会員一人当たり５００円以上 

 

 

 

 

 

 

第 1290回 例会記録 2019 年 9月 6日（金） S.A.A 委員長 鈴木 豊成 

 

 

 

 

  
今月が誕生日の佐々木範行会員、 

雪井洋子会員  

8 月 23 日例会当日誕生日だった 

山上剛史会員（右）へケーキを 

［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 

 



○クラブ奉仕委員長会議開催の案内。 

１０月３日(木)１５:００～１７:００ ソシア２１ 

○米山カウンセラー研修会開催の案内。 

９月２６日(木)１５:００～１７:００ ソシア２１ 

○米山奨学生(ミカル君)宛に地区大会開催の案内が届く。 

○ロータリー財団月間(１１月)の卓話実施のお願いが届く。 

３．あさお区民まつり実行委員会より、少年サッカー教室開催

の案内が届く。 

１０月１３日(日)１０:００～１６:００ 麻生区役所・麻生市民館 

４．社会を明るくする運動推進委員会より、少年サッカー教室

開催の案内。１０月６日(日)８:１５～ 川崎フロンターレ麻生

グランド 

５．グリーンハート吹奏楽団(鈴木昭弘会員が団長を務める)よ

り、定期演奏会へのご招待状が届いております。 

９月１５日(日)１７:００開場 １７:３０開演 烏山区民会館 

６．８月３０日昭和音大ユリホールでのリサイタルを公演した森

田様より、リサイタルに花束贈呈のお礼状がメールで届く。 

７．ホテルモリノより、アシェット デセール(皿盛りデザート)試食

ご招待状が届く。９月期日指定の１０日間 １４:３０～１６:３０ 

完全予約制 招待状１枚で３名まで利用可能、飲み物は別

料金。 

【幹事報告】  宇津木 茂夫 幹事 

★例会変更 

◎川崎西北RC  ◇９/２６(木)休会  

◇１０/３(木)通常例会 移転した柏屋  

◇10/24(木)→10/26(土) 移動例会 地区大会                          

◎川崎高津南RC  以降休会⇒◇９/１６(月) ◇１０/２３(月) 

 ◇10/30(月)  ◇10/14(月) ◇10/21(月)  

◎川崎とどろきＲＣ/川崎中ＲＣ/川崎北ＲＣ/川崎ＲＣ/新川崎ＲＣ

/川崎鷺沼ＲＣ/横浜南ＲＣ 

★会報着  ◎新川崎RC 第１１５７回(８/２８) 

【出席委員会】         蓬田 忠 クラブ奉仕委員長 

例会 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1290回 32 21 11  65.6％ 

1289回 31 26 5 4 96.8％ 

1288回 31 24 7 5 93.5％ 

【ニコニコ委員会】            山上 剛史 会員 

 第 1290回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    16件 ￥16,000 

●会員 

◇親松明会長【皆さん元気ですか？ 

身体に気をつけましょう】 

◇大野勉会員【昨日は西北ＲＣ公式 

訪問。夜はＡＧ会議伊勢崎町】 

◇鈴木眞一会員【大野ガバナー補佐、モリノビアホールに多

勢でお越し頂き有難うございました】 

◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 ◇梶俊夫会員 

◇黒木啓太郎会員 ◇佐々木範行会員 ◇佐藤達弥会員 

◇杉山遼会員 ◇鈴木昭弘会員 ◇中山隆弘会員 

◇森茂則会員 ◇山上剛史会員 ◇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】      佐藤 達弥 副委員長 

 第 1290回(件数) 合 計 

Ｒ . 財 団    6件 ￥42,800    

◇志村幸男会員【残暑お見舞い申し上げます】 

◇宇津木茂夫幹事 ◇梅澤馨会員 ◇大野勉会員 

◇佐々木範行会員 ◇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】  黒木 啓太郎 国際奉仕委員長 

 第 1290回(件数) 合計 

米山記念奨学 5件 ¥35,000    

◇鈴木昭弘会員【当楽団の定期演奏会、是非お越し下さい】 

◇宇津木茂夫幹事 ◇梅澤馨会員 ◇大野勉会員 

◇佐々木範行会員     ご協力有難うございました。 

【増強委員会】     川﨑 航 委員長 

8/22(木)にクラブ基盤管理セミナーへ出 

席しました。増強に関しての卓話や青少 

年奉仕委員会関連では、学生に対して 

の虐待やハラスメントに関してのお話が 

ありました。クラブ基盤に関しては、魅力あるクラブを作ってい

こうということで、いろいろな事例や案がありました。 

※次週、５人組でディスカッションを行います。 

【地区大会のご案内】          大野 勉 ガバナー補佐 

クラブの公式訪問が終わりました。 

増強として１６名増えて現在 2013 名です。 

地区大会までに 2050 名にしたいとガバ 

ナーが言われています。 

地区大会は、10 月 25 日、26 日で、一日 

目は増強も含めた会長幹事会やパーテ 

ィー、二日目は卓話の後にプログラムがあります。ぜひ最後ま

でご参列ください。 

【四つのテスト】                   雪井  洋子会員 

【点  鐘】                       親松 明 会長 

【会報委員会】 

◇文責：川﨑 航委員  ◇写真：中山 隆弘 委員 

 

 

 

 

  


