
第１３００回例会 １２月 ６日（金）年次総会     ホテルモリノ  

第１３０１ 回例会 １２月１３日（金）幹事の日     ホテルモリノ 

第１３０２回例会 １２月２０日（金）クリスマス会   ホテルモリノ 

 

 

 

【点  鐘】                親松 明 会長 

【例会場】          百合ヶ丘カントリー倶楽部

【S.A.A .】                  青戸 慶太 委員 

【ソング】        ロータリーソング『四つのテスト』 

【ゲスト・ビジター】 なし          

【会長報告】       親松 明 会長 

１．ガバナー事務所より 

〇Ｒ財団補助金管理セミナー開催の案内。 

2019 年 12/12（木）15:00～ ソシア 21 

〇ロータリーリーダーシップ研究会パートⅢ開催の案内。 

12 月 1 日（日） 8:30～17:30 聖光学院中学校高等学校 

〇2020 年ホノルル国際大会 地区ナイトのお誘い。 

2020年6/7 18:45～21:30 ハイアットリージェンシーホテル 

〇2019 手続要覧がＲＩのホームページから閲覧可能。 

また、手続要覧の日本語版冊子の事前注文が始まりました。 

〇第 36 回ＲＹＬＡの案内。 ※申込書は今月中に届く予定。 

  2020 年 5/2～5/4 2 泊 3 日 高尾の森わくわくビレッジ  

２．川崎百合丘ＲＣより、クリスマス会のご案内。 

12 月 24 日（火） ホテルモリノ 7Ｆ 18:00 点鐘 

３．“ハイライトよねやま 236”発行の連絡。 

４．あさお区民まつり実行委員会より、反省会開催の案内。 

12 月 6 日（金） 16:30～ 麻生区役所 4 階 

５．横浜市営地下鉄 3 号線延伸早期完成期成同盟会より、 

役員会資料と「メトロの風ニュース」が届く。 

６．11 月 13 日の会長・幹事会の報告。 

〇第 3Ｇ人頭分担金収支報告 

〇第 3Ｇゴルフコンペのご案内 

2020 年 3 月 11 日（木） 東京よみうりカントリークラブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【幹事報告】            宇津木 茂夫 幹事 

★例会変更 

◎川崎西ＲＣ 11/29（金） 休会 

◎川崎ＲＣ ◎川崎北ＲＣ  

◎川崎鷺沼ＲＣ ◎横浜あざみＲＣ  

◎川崎大師ＲＣ 

★会報着 

◎新川崎ＲＣ  第 1165回（11/13） 

※その他  12 月 6 日（金）例会は年次総会です。 

 欠席の場合は、必ず《委任状》の提出をお願いいたします。 

【ロータリー研究会出席報告】    大野 勉 ガバナー補佐 

11 月 17 日、神戸ポートピアホテルで開催 

された「ロータリー研究会」へ行って参りま 

した。これは世界中で行われている勉強 

会です。RI の状況、R 財団の現況報告、ポ 

リオの現状など、２日間の勉強会で、総勢 

700 名位の参加がありました。（写真次頁） 

【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 

1299回 32 27 5  84.4％ 

1298回 32 23 9 5 87.5％ 

1297回 32 25 7 2 84.4％ 

 

 

 

 

 

［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 1299 回 例会記録 2019 年 11月 22 日（金） S.A.A 委員長 鈴木 豊成 

 

 

 

お土産の説明をする鈴木昭弘会員 

 



 

 

 

 

 

【ニコニコ委員会】             梅澤 馨 委員長 

 第 1299回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    21件 ￥21,000 

●会員 

◇親松明会長【さむくなりました。身体を大切に！】 

◇大野勉会員【17、18日とロータリー研究会に新神戸まで行っ

て勉強しました】 

◇梶俊夫会員【寒いよ－】 

◇鈴木昭弘会員【この１ｹ月旅行三昧です】 

◇宇津木茂夫幹事 ◇碓井美枝子会員 ◇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 ◇志村幸男会員 ◇杉山遼会員 

◇鈴木憲治会員 ◇鈴木眞一会員 ◇鈴木豊成会員  

◇長瀬敏之会員 ◇中山隆弘会員 ◇森茂則会員  

◇森啓伊会員 ◇山下俊也会員 

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 委員 

 第 1299回(件数) 合 計 

Ｒ . 財 団    2件 ￥7,000    

◇親松明会長 ◇大野勉会員 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 1299回(件数) 合計 

米山記念奨学 3件 ¥4,000    

◇親松明会長 ◇大野勉会員 ◇花輪孝一会員 

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 

〇11/29 休会、〇12/06 年次総会、 

〇12/20 クリスマス会、 

〇12/27 休会、 

〇1/10 3 クラブ合同新年会 

※新年会については、後日打ち合わせ 

 をしたいと思います。 

●元 R財団奨学生より手紙が届く     佐藤 忠博 会員 

〈浦野(神内)郁 様〉 2003 年 9 月 イギリス ダラム大学に留

学。 当時のクラブ R 財団委員長：佐藤忠博会員。  

※東日本大震災の際、 ダラム大学より浦野様を通して義援

金を預かり、被災地へ届けました。先日のご報告に対してのお

手紙です。（現在 共立大学 文芸学部准教授） 

浦野様の手紙『大変ご無沙汰しております。 

8 月に長女と７年ぶりにダラムに行き、懐か 

しいカウンセラーご夫婦にお会いしました。 

ご夫婦はともに 80 代後半になられ、娘さん 

やお孫さんと一緒にすごすことができました。 

15 年前にロータリーを通してのご縁が、世 

代を超えて繋がっていくことに感激を受けました。クリスマス会に

は伺えませんが、国際親善などの卓話や行事などのお役にたて

ば、どうぞ声をかけて頂ければ幸いです。』 

【会員卓話】                   木村 良三 会員 

〈コストコについて〉 

アメリカで 1983 年に誕生したコストコが、 

日本に来たのが 1997 年。1998 年福岡 

に 1 号倉庫店を出店してから現在、国 

内に 26 店舗まで成長しています。 

コストコの沿革と、日本での開業事業に携わった開業時からの

お話を聞かせていただきました。 
 

【四つのテスト】                   木村 良三 会員 

【点  鐘】                       親松 明 会長 

【会報委員会】 

◇文責：佐藤 達弥 委員  ◇写真：中山 隆弘 委員 

 

 

 

 

 

歓迎晩餐会にて 〈前列〉マロニーRI 会長ご夫妻 〈後列左より〉栁沼 第５G

補佐、鈴木地区幹事、轟ガバナー、大野 第３G 補佐、杉浦 第７G 補佐  

第 48回 ロータリー研究会 

おはようございます。東広島市西条はとても寒いですが、

神奈川はいかがでしょうか。 今日は研修見学の一環とし

て世界遺産の宮島へ行ってきます。来週、28日に帰国し

ます。来年 1 月 7 日から 2 月 6 日の 1 か月埼玉北浦和

にある国際交流基金日本語センターに特定技能ビザで来

日する人のための日本語教育研修に行くことになりまし

た。その時お会いできればうれしいです。よろしくお願い

いたします。 

広島で研修中のミアンさんより、鈴木憲治会員へ届いたお便り 11/23 

   
蓬田 忠 クラブ奉仕委員長   梅澤 馨 ニコニコ委員長 

 

 


