第 1295 回
【点

例会記録

2019 年 10 月 18 日（金）

鐘】

親松 明 会長

【例会場】

百合ヶ丘カントリー倶楽部

【S .A.A .】

鈴木 憲治 委員

【ソ ン グ 】

S.A.A 委員長 鈴木 豊成

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

◆石野 百合子様

２．『ハイライトよねやま 235 号』発行の連絡。

（川崎百合丘 RC）

３．第 3 グループ大野ガバナー補佐より、地区大会 2 日間のプ
ログラム案内と、最後までの参加願いが届く。
４．国際ロータリー旅行サービス代理店より、年次ホノルル大

【例会後の清掃について】

杉山 遼 社会奉仕委員長

会の案内。 2020 年 6 月 6 日(土)～6 月 10 日(水)

13:50 に新百合ヶ丘駅南口のケンタッキー

５．横浜市営地下鉄 3 号線延伸早期完成期成同盟会より、役

前に参加者は集まってください。清掃後、

員会開催の案内。11/7(木)15:00～ 昭和音大北校舎会議室

14：45 に再度集合して写真を撮ったりして

６．川崎・しんゆり芸術祭実行委員会より、親松会長への委員

15：00 には解散の予定です。

委嘱状が届く。

残念なことに、広く呼びかけましたが、一

７．川崎市麻生区少年野球連盟より、

般の参加予定者は少ないです。今後の課題とします。
【会長報告】

親松 明 会長

１．ガバナー事務所より
〇台風１９号の被災地ボランティアについての情報提供として、
《川崎市災害ボランティアセンター開設》のご連絡が届く。

『学童新人戦大会』の案内。11/4(月) 8:00～ 片平球場
※１１月１日の会員卓話は志村幸男会員にお願いしました。
※来年１月１０日の新年例会は、ホテルモリノにて３クラブ合同
（川崎西北 RC、川崎百合丘 RC、川崎麻生 RC）の新年例会
に変更となりました。主催は当クラブです。

・募集開始 10 月 17 日(木) ・受付時間 9:00～12:00

※台風１９号の被災地への支援として募金箱を置きました。

・活動時間 15:00 迄 ・川崎市内在住・在勤の方

【幹事報告】

・軍手・ゴーグル・マスク・スコップ等は持参の事

★例会変更

・事前にボランティア保険に加入の事
〇奉仕委員会プロジェクト『旧東海道クリーンウォーク』参加へ
のお誘いが届く。 12/1 (日) 13:00 集合
川崎班：JR 川崎駅／横浜班：横浜駅西口

宇津木 茂夫 幹事

◎横浜南央 RC 10 /22（火）休会
（天皇即位の礼正殿の儀 祝日の為）
★会報着
◎新川崎RC 第1162回（10 /16）

第 １２９６回 例会 １０月２５日(金)・２６日(土）地区大会
第 １２９７回 例会 １１月 １日（金）定例理事会⑤、会員卓話
第 １２９８回 例会 １１月 ８日（金）Ｒ財団月間 招聘卓話

横浜パシフィコ
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

【出席委員会】

門間

亜砂子 委員長
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1293 回

32
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78.1％

【ニコニコ委員会】

修正

社会奉仕委員会 清掃活動

出席率
84.4％

杉山 遼 社会奉仕委員長

第 1295 回(件数)
ニコニコ

合 計

24 件

￥24,000

●会員
◇親松明会長【今日は、雨が降らないようにお祈りします】
◇志村幸男会員【雨の中、何とか秋祭りが終わりました】
◇鈴木昭弘会員【本日清掃活動がんばりましょう】
◇鈴木憲治会員【雨が心配ですね。先日のワールドカップ
ラグビー観戦しました】 ◇他、20名の会員から頂きました。
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 1295 回(件数)

合 計

3件

￥7,000

Ｒ.財団

◇親松 明会長【皆さん、台風募金よろしく】 ◇森 茂則会員
◇雪井 洋子会員

兄弟？ 親子？

ご協力有難うございました。

【米山記念奨学委員会】
米山記念奨学

木村 良三 委員長

第 1295 回(件数)

合計

4件

￥9,000

◇親松 明会長【皆さん、台風募金よろしく】
◇森 茂則会員 ◇木村 良三会員 ◇雪井 洋子会員
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

来月１日は私が卓話をさせて頂きます。８日は招聘卓話
で、R 財団地区委員の方に卓話をお願いいたしました。
15 日・29 日は休会、22 日は木村会員の卓話です。
【近況報告】

大野 勉 ガバナー補佐
ガバナー公式訪問は昨日で全部終
わりました。しかし、地区大会までは
いろいろな委員会があります。
ガバナーより地区内の台風１９号の
水害被害の状況を把握するようにと

の知らせを頂きました。第３グループとしては、川崎西北
RC は少々、川崎西 RC はまだ結果がでておりません。
川崎高津 RC と川崎高津南 RC も若干被害があるよう
です。25 日、26 日の地区大会はよろしくお願いい
たします。
【四つのテスト】黒木 啓太郎 会員
【点

鐘】

親松 明 会長

【会報委員会】
◇文責：佐藤 達弥 委員 ◇写真：木村 良三 委員

一般参加の方へ、お疲れ様でした。

