
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［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 

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 

 四つのテスト 

【ゲスト・ビジター】             大野会長 

○ 大矢 紀様（川崎百合丘 RC） 

【会長報告】                大野会長 

 

1. 第 25 回 RYRL 報告書 送付の件 報告書と DVD がきて

おります。会員の皆様是非ご覧下さい。 

2. クラブ国際奉仕委員長会議開催にあたり、アンケートへの 

  協力依頼の件がきています。  

3. プログラム委員長宛に 漫談家 『道路光事藤沢』様より 

  卓和に呼んで下さいと、同時に「ガイアの夜明け」の放送

がありますので是非ご覧に{9 月 29 日（火）PM10：00 より}  

4. 第 28 回あさお区民まつり開催の案内 10 月 11 日（日） 

5. NPO 法人かものはしプロジェクトより卓和のお願いがきて

います。「児童買春・人身売買」を撲滅する活動をしていま

す。 

6. 第 1 回川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしんゆり）2010

実行委員会が 24 日（木）麻生区役所 4 階第 1 会議室で 

 午後 6 時より開催されました。来年も実行することに決定 

 

【幹事報告】               鈴木眞一幹事 

 

１．文書着 

◆川崎南R.C 

  平成21年10月 6日（火）移動例会 

 キリン横浜ビアビレッジ 

  平成21年11月 3日（火）休会  

◆川崎マリーンR.C 

  平成21年10月15日（木）夜間移動例会に変更 

               鎌倉散策移動例会 

第 840回例会  10月   2 日(金) 理事役員会④ クラブ奉仕委員長会議報告 

第 841回例会  10月   9 日(金) クラブ国際奉仕委員長会議報告 

 

     

     点鐘：17時30分 

     場所：くすの木 

◆川崎中R.C 

   平成21年10月 6日（火）夜間例会 終了後 

     地区大会記念チャリティー会員 

・家族ディナーパーティーへ出席 

     点鐘：17時 

     場所：横浜ロイヤルパークホテル3階 

 

２．会報 

 ・川崎南R.C        第2419回～第2422回     

・川崎中央R.C       第1102回～第1108回 

・川崎中R.C        第1799回～第1802回 

・川崎とどろきR.C     第 551 回～第 554 回 

・川崎高津南R.C       3月号 ～ 7月号 

 

３．年次報告 

 ・川崎幸R.C 

 

■会長 大野 勉    ■幹事 鈴木 眞一 

第 839回 例会記録 平成 21年 9 月 25日（金） S.A.A 委員長 志村幸男 

      



【出席委員会】                山崎委員 

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 839回 24 19 5 - 79.17％ 

第 838回 24 18 6 2 83.33％ 

第 837回 24 20 4 2 91.67％ 

 

【ニコニコ委員会】             安藤優委員 

  第 839回（件数）   合 計 

ニコニコ     14件       ￥14,000 

●お客様 

◇ 大矢 紀様（川崎百合丘 RC）「先日 19 日新潟テレビに

て 

30 分特別放送されました」 

●当クラブ 

◇ 大野会長「昨日第 1 回川崎しんゆり芸術祭の実行委員

会に出席してきました。来年のゴールデンウイーク開催予

定です。大矢様ようこそ」 

◇ 鈴木幹事「大矢様ようこそ」 

◇ 森曻会員「残暑が続きます」 

◇ 鈴木憲治会員「河島さん昨日はありがとうございました」 

◇ 安藤優会員「ようやく、じじいになりました」 おめでとう 

◇ 梅澤会員「秋祭りの季節になりました」 

◇ 志村会員「秋めいてまいりました。まだ残暑が厳しいで

すね」 

◇ 尾作弘会員・河島会員・安藤則雄会員・山崎会員 

碓井会員・花輪会員 

    以上、ご協力ありがとうございます。 

 

【プログラム委員会】      山下クラブ奉仕委員長 

 10月 2日 洪蓮さん（米山奨学生）卓話 

 10月 15日 職場訪問 長野県伊那市高遠町 

            伸和コントロールズ株式会社 

 10月 23日 クラブ社会奉仕委員長会議報告 

       米山地区委員長卓話 

  11月 30日 夜間移動例会 シノワーズ 18：30 点鐘 

 

【職業奉仕委員長会議報告】    山崎職業奉仕委員長 

 

9月 18日ソシア 21に於いて 2590地区クラブ職業奉仕委員長 

会議が行われました。教員民間企業研修への協力に対して、 

沼尾実教育センター長より謝辞があり、続いて企業研修の実

践報告が、横浜老松中学校主幹教諭、鈴木浩先生より発表が 

行われました。 教員の為の研修ばかり受けてきたが、今日 

一般企業の勉強というのは初めてで大変実のある研修であ

った。教員は学校と家の往復で実社会の事をいかに知らない

かと痛切に感じた。いつも上からの目線で子供達を教育して

いた。教員こそ、生の実態経済に触れる事、企業の厳しさを 

知る事で子供達への教育が変わると思う。命令口調があた

りまえで動いていたが教員こそ生徒達に夢と楽しさ、希望

を与えていかなければならないと痛感しました。 

受入れて下さる企業は大変かと思いますがこれからもよ

ろしくお願いします。 

それと同時に生徒達への企業研修もよろしくお願いいた

します。 

 

【職業奉仕委員会】         山崎職業奉仕委員長 

 

◆ 職場訪問のお知らせ 

 

 日時   10月 15日（木） 

 訪問先  伸和コントロールズ（株） 長野事業所 

      長野県伊那市高遠町上山田 621番地 

      ℡.0265-94-3641 

※ 伊那市長か副市長がみえるそうです 名刺を持参 

 

 集合場所 1．百合丘カントリー倶楽部例会時駐車場 

      2．麻生区役所 駐車場入口 

      ※出発時間に遅れないように 

 昼食場所 高遠さくらホテル 

      ℡.0265-94-2200 

 

◆ 職場訪問スケジュール 

 

 7：20 百合丘カントリー倶楽部出発 

 7：30 麻生区役所出発 

    中央道にて長野県伊那市高遠町へ 

 11：00 伸和コントロールズ（株）訪問 

 12：00 伸和コントロールズ（株）出発 

 12：15 高遠さくらホテル 着  

     昼食 

 13：30 高遠さくらホテル 出発 

 13：40 高遠しんわの丘 着 

     ローズガーデン散策 

 14：10 高遠しんわの丘 出発 

 14：40 峠の茶屋にてコーヒーブレイク 

     水がとてもおいしいそうです 

     （大きめのペットボトルを持参しては） 

 15：30 峠の茶屋 出発 

     中央道にて帰路へ 

 19：00 到着予定 解散 

 

【四つのテスト】               長瀬会員 

【点鐘】                  大野会長 

【会報委員会】              文責 河島光男 

 

 

 


