
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［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:044-966-1300 

［例会日］第 3・4金曜日 12:30〜13:30［例会場］百合丘カントリー倶楽部 2F TEL:044-966-1300 

            

【点 鐘】                  大野会長 

【ソング】              梅澤 SAA 委員 

 国家君が代・奉仕の理想 

【ゲスト・ビジター】             大野会長 

○ 碓井 勝次様（川崎百合丘 RC） 

○ 洪蓮さん（米山奨学生） 

 【会員誕生日】            尾作弘親睦委員長 

  鈴木憲治会員・長瀬会員 62 才になりました。 

 【奥様誕生日】 

 【理事・役員会報告】                大野会長 

1. 台風 8 号による台湾への災害義援金に対する依頼につ

いて（会員一人当たり 100 円程度） 

●麻生ボックスより 3000 円を支出する 

2. 兵庫県･北部豪雨災害義援金に対するご協力依頼につ

いて（会員一人当たり 100 円程度） 

●麻生ボックスより 3000 円を支出する 

3. 職場訪問の件 10 月 15 日（木） 

●出欠をとる 

4. 麻生区役所･麻生観光協会主催の麻生観光写真コンク

ールに後援もしくは協賛の件 

●30000 円協賛する 

5. 会報作成を事務局員に協力いただいてる件 

● 会報基本項目作成料はロータリーの事務局員報酬と

は別とし、会報基本項目作成報酬とする。（外注発注

と同じに考える） 

● 1 回の作成料は 1000 円とし、年間 48 例会×1000 円

=48000 円を支払う（会報委員会事業費より支出する） 

● 今林さんへの支払は 12 月に 24000 円 

6 月に 24000 円支払う 

【会長報告】               大野会長 

1. 米山月間（10 月）の活動について      

～貴クラブにて米山奨学委員長の卓和を企画してくださ

い～  地区米山委員長   鈴木憲治様より来ています 

2. 第 30 回市内統一美化活動の実施について麻生美化活    

第 837回例会  9月  11日(金) がバナー公式訪問 

第 838回例会  9月  18日(金) 新世代育成委員長会議報告 クラブフォーラム 国際奉仕部門 

 

     

動実行委員会委員長 渡辺 利様 より来ています 

  実施日は 21 年 9 月 27 日（日）午前 9 時よから 12 時まで 

3. 「ロータリーの友」誌アンケートご協力依頼の件について 

  クラブ雑誌委員長会議に向けて事前アンケート調査を実

施します。 

【幹事報告】              鈴木眞一幹事 

１．文書着 

 ◆川崎大師R.C 

  平成21年9月23日（水）休会 

◆川崎マリーンR.C 

  平成21年9月17日（木）通常夜間例会→昼例会に変更 

    点鐘：12時30分 

    場所：サンピアンかわさき 

◆新川崎R.C 

  平成21年9月16日（水）昼例会に変更 

    点鐘：12時30分 

    場所：川崎日航ホテル 

  平成21年9月23日（水）休会 

◆川崎中原R.C 

  平成21年9月24日（木）休会 

◆横浜田園R.C 

  平成21年 9月22日（火）休会 

  平成21年10月27日（火）夜間移動例会 

    2クラブ（横浜たまRC・横浜田園RC）合同例会 

２．会報 

・新川崎R.C       第 728回～第 730回 

・川崎北R.C       第2411回～第2416回 

・川崎中原R.C      第1049回～第1054回 

※次週はガバナー公式訪問です。ロータリーブレザーでお

願いします 

 

 

 

 

■会長 大野 勉    ■幹事 鈴木 眞一 

第 836回 例会記録 平成 21年 9月 4日（金） S.A.A委員長 志村幸男 

      



 

【出席委員会】             鈴木豊成委員長 

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 836回 24 17 7 - 70.83％ 

第 835回 24 20 4 1 87.50％ 

第 834回 24 20 4 2 91.67％ 

 

【ニコニコ委員会】             安藤優委員 

  第 836回（件数）   合 計 

ニコニコ     11件       ￥12,000 

●お客様 

◇碓井勝次様（川崎百合丘 RC）「今日はおじゃまします」 

●当クラブ 

◇大野会長・鈴木幹事「碓井勝次特別代表ようこそ、洪蓮さ

んいらっしゃい」 

◇梅澤会員「9 月 1 日防災の日、八都市県の防災訓練に参

加しました」 

◇長瀬会員・河島会員・安藤優会員・安藤則雄会員 

  碓井会員・鈴木豊成会員・志村会員 

 

    以上、ご協力ありがとうございます。 

【ロータリー財団】           安藤則雄委員長 

  第 836回（件数）   合 計 

R ・ 財 団     3件       ￥28,200 

 ◇安藤優会員・梅澤会員・河島会員 

【米山記念奨学】             安藤則雄委員 

  第 836回（件数）   合 計 

米山奨学     2件       ￥20,000 

 ◇梅澤会員・河島会員 

【米山奨学金授与】              大野会長 

 

     洪蓮さんへ会長より渡す 

 

 
 

 

   9月の会員誕生日の長瀬会員です（62才） 

 

 
 

【雑誌・広報委員会】           長瀬委員長 

 ◇ロータリーの友 9月号 P5〜12 9月は新世代のための 

月間特集記事 

P32 日本のロータリーは世界第 2位でしたが現在では 

3番目となりました。 

 ◇マンスリーレター13号に鈴木憲治会員の「米山奨学生と 

  カウンセラーのためのオリエンテーション報告」記事 

  鈴木憲治会員の米山奨学委員長退任挨拶文 

   

【ロータリー財団委員長会議報告】   安藤則雄委員長 

 ◇ロータリー財団は今年度赤字である。日本円にして 

 187億円の赤字 

◇ ゲイツ財団は国際ロータリーのポリオ撲滅活動に 

3億 5500万ドルの支援をしました。これに対し、 

ロータリー財団は 2012年 6月 30日までに 2億ドル 

  の資金を集める事を誓約しました。 

  年間 500ドルの寄付だったのが 3000ドルになる。 

 ◇GSEブラジルと交換。予算の関係で次年度から 2〜3 

  年ごとになる。 

◇ ロータリーカードに加入して下さい。 

以上不満だらけの会議でした。 

◆ 2009年 6月 11日一般財団法人ロータリー日本財団 

設立しました。 

2010年 1月 1日公益財団法人認定予定しています。 

認定されればロータリー日本財団に対するすべての 

寄付金が、税制優遇処置の適用対象となります。 

 

【四つのテスト】            碓井美枝子会員 

【点鐘】                  大野会長 

【会報委員会】              文責 河島光男 
 


