
第１３０２回例会 １２月２０日（金）クリスマス会      ホテルモリノ 

第１３０３回例会  １月１０日（金）３クラブ合同新年例会  ホテルモリノ 

第１３０４回例会  １月１７日（金）招聘卓話        百合ヶ丘カントリー倶楽部 

 

 

 

【点  鐘】                親松 明 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【S.A.A .】                碓井 美枝子 委員 

【ソング】    ロータリーソング『それでこそロータリー』 

【ゲスト・ビジター紹介】          親松 明会長 

◆村上 博 様 （ご見学） 

【会長報告】      親松 明 会長 

１．ガバナー事務所より 

〇2022-23年度 ガバナーノミニー 

候補者推薦依頼が届く。 

〇2020-21年度 地区委員候補者 推薦依頼が届く。 

２．横浜東ロータアクト 1月第一例会のご案内。 

2020年 1月 12日（日） 15:00～ 健康福祉総合センター 

３．川崎青年会議所より、新年のつどいの案内。 

2020年 1月 15日（水） 18:30～ 川崎フロンティアビル 2F 

４．まちづくり推進委員会より、麻生区賀詞交歓会開催の案内。 

2020年 1/8（水）15:00～ 新百合ト２１ビル地下 2F 3,000円 

【幹事報告】             宇津木 茂夫 幹事 

★例会変更  ◎横浜あざみRC 

★会報着   ◎新川崎ＲＣ  第1167回（12 /4） 

【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 

1301回 32 26 6  81.3％ 

1300回 32 27 5 3 93.8％ 

1299回 32 27 5 5 100％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ニコニコ委員会】             梅澤 馨 委員長 

 第 1301回(件数) 合 計 

ニコニコ    20件 ￥20,000 

●会員 

◇大野勉会員【今年もクリスマスが来ます。宜しくお願いします】 

◇親松明会長 ◇宇津木茂夫幹事 ◇梅澤馨会員 

◇梶俊夫会員 ◇川崎航会員 ◇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 

◇杉山遼会員 ◇鈴木昭弘会員 ◇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 ◇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。 

 

 

 

 

 

 
［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 1301回 例会記録 2019年 12月 13 日（金） S.A.A 委員長 鈴木 豊成 

 

    

 

門間亜砂子 出席委員長     梅澤馨 ニコニコ委員長  



【ロータリー財団委員会】         佐藤 達弥 委員 

 第 1301回 
(件数) 

合 計 

Ｒ.財団 1件 ￥5,000    

◇佐々木範行会員       

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 1301回(件数) 合計 

米山記念奨学 2件 ¥10,000    

◇佐々木範行会員 ◇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 

〈１月〉 ３日 休会、 

１０日 ３クラブ合同新年例会 

１７日 招聘卓話を予定、 

卓話者は検討中。 

２４日 職場訪問、 ３１日 休会 

〈２月〉 ７日の卓話は、会員卓話または招聘卓話を検討中。 

【親睦委員会】               森 茂則 委員長 

クリスマス会に関して。 

お子様プレゼントは当日まで、または 

なるべく早く、確実にご持参ください。 

参加人数もかなり増えており、多分130 

名以上になると思います。 

ご協力のほどお願いいたします。 

〈幹事の日・卓話〉               宇津木 茂夫 幹事 

「半期を振り返って」 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度 幹事として半年を振り返って 

7月 5日（金）第一例会でスタート 

【第三グループ会長・幹事会へ参加】 

（奇数月の水曜日、6 クラブが持ち回りで開催する） 

・7月 10日川崎麻生ＲＣ担当（梅の花にて） ・9月 11日川崎

西ＲＣ担当（KSPにて)・ 11月 23日川崎西北ＲＣ担当（新柏屋

にて）・2月 12日川崎百合丘ＲＣ担当（シノワーズの予定） 

【表敬訪問】 

・７月１６日川崎百合丘（ホテルモリノ）へ訪問  

・７月１８日川崎西北ＲＣ（旧柏屋）へ訪問。 

・７月１９日（金）川崎西北ＲＣと川崎百合丘ＲＣの会長・幹事が

当クラブへ来訪。 

【納涼会】８月２３日当クラブと８月２０日川崎百合丘ＲＣ参加。 

【クラブ協議会】８月９日、大野 G補佐と。 

【ガバナー公式訪問】８月３１日、轟ガバナー来訪。 

【地区大会のチャリティゴルフ】９月１７日(欠席) 

【新会員歓迎会】９月２７日、とん鈴にて 

【清掃活動に参加】１０月１８日、新百合ヶ丘駅周辺 

【地区大会】１０月２５日（会長幹事会、RI会長代理ご夫妻歓迎

晩餐会）、１０月２６日（本会議、会員懇親会） 

前年度 副幹事として 

【次年度向け活動計画書の準備】 

①理事会での承認資料（幹事として作成は、予算案） 

２月：各委員会各委員長案、 ３月：各委員会の委員案、 

５月：プログラム案と予算案、それぞれ承認。 

②地区からの資料を入手 

・ガバナーのプロフィールや地区方針・地区会長幹事一覧 

・クラブ幹事定例報告 並びに 送金カレンダー（予算案に

も使用） 

③その他 

 ・会長・幹事・各委員長の方針及び実施計画・5人組・会員

名簿など ・近隣クラブの例会場などWEBで調査しメンテ 

【その他】 

①1月ごろに例会日カレンダー作成 

・休会は➡祝日、お盆、12/31～1/3、第 5例会、年 4回の

休会規定 

②2月初旬にホテルモリノを仮予約 

③3月 31日地区研修・協議会に参加（会長・幹事・管理・奉

仕・青少年・財団・米山） 

④5月 26日会長幹事ご苦労様会 箱根河鹿荘 

⑤5月 29日第三 G新旧会長幹事会に参加し顔合わせをする

（旭すし） 

〈報  告〉                 大野 勉 ガバナー補佐 

連日、ガバナー補佐として横浜の方へ出かけております。 

先日川崎高津ＲＣの元Ｇ補佐が亡くなり、盛大なお葬式に行

ってまいりました。来週の当クラブのクリスマス会は、他クラブの

方へ参加しますので、欠席いたします。また来年の合同新年

会は、ガバナーご出席で行います。次年度のガバナー補佐は、

川崎高津ＲＣの三浦さんという方です。 
 

【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：黒木 啓太郎委員  ◇写真：木村 良三 委員 

 

 

 

 


