
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［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 

【例会場】 百合丘カントリー倶楽部 

                   

【ソング】              鈴木憲治 SAA 委員 

      四つのテスト 

【ゲスト・ビジター】           大野会長 

○関口昌男様（東京城西 RC） 

○白井 旭様（川崎百合丘 RC） 

【会長報告】                大野会長 

1. 地区よりチリ地震災害義援金に対するご協力依頼の

件 会員一人当たり３００～５００円程度 

2. 5月より RI為替レートが１ドル＝９２円に変更 

3. ロータリー財団管理委員会に代わり、感謝を込めて 

親松 明会員にマルチプル・ポール・ハリス・フェ

ロー・ピンが来ています。 

4. 地区 R財団委員長 山室宗作氏より 2010年３月末現

在のＲ財団寄付状況が来ています。 

5.『友』インターネット速報 NO.425 

6. 第 6回第３グループ会長・幹事会の案内が来ていま

す。5月 12日（水）18：00 ホテル KSP 8Fにて 

7. あさお区民まつり新旧役員及び 6部会連絡調整合同

会議の開催案内が来ています。 

  6月 4日（金）午後 7時～ 麻生区役所第 1会議室 

  

【幹事報告】              鈴木眞一幹事 

1．文書着 

◆川崎大師R.C 

   平成22年5月 5日（水）休会 

◆川崎マリーンR.C 

   平成22年5月 6日（木）休会 

    平成22年5月20日（木）夜間例会を昼例会に変更 

点鐘：12時30分 

場所：サンピアンかわさき 

第 868回例会   5月 7 日（金） 理事・役員会⑪（新旧） 招聘卓話（落語家）桂米多朗さん 

第 869回例会   5月 14日（金） 会員卓話（森茂則会員） 

 

     

 ◆川崎中R.C 

    平成22年4月27日（火）ガーデニング教室 

点鐘：12時30分 

場所：グリーンハウス 

    平成22年5月 4日（火）休会 

平成22年5月18日（火）→16日（日）に変更 

点鐘：17時30分 

場所：箱根宮ノ下   一泊移動例会 

◆川崎とどろきR.C 

   平成22年5月 3日（月）休会 

   平成22年5月10日（月）→9日（日）に変更 

     点鐘：17時30分 

場所：奥湯河原温泉   一泊移動例会 

◆横浜あざみR.C 

   平成22年5月 5日（水）休会 

   平成22年5月12日（水）移動例会 

     点鐘：12時30分 

     場所：アディダス フットサルパーク 

   平成22年5月19日（水）移動例会 

     点鐘：12時30分 

     場所：オンワード総合研究所 

◆横浜田園R.C 

   平成22年5月 4日（火）休会 

   平成22年5月25日（火）→22日（土）家族会 

      鎌倉散策 

   平成22年6月22日（火）最終移動例会 

     点鐘：17時00分 

場所：箱根湯本「吉池旅館」 

 2．会報 

  ・川崎とどろきＲＣ 第568回〜第577回 

  ・川崎中ＲＣ    第1817回〜第1827回 

 

 

 

 

 

 

■会長 大野 勉    ■幹事 鈴木 眞一 

第 867回 例会記録 平成 22年 4月 23 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 867回 24 20 4 - 83.33％ 

第 866回 24 20 4 3 95.83％ 

第 865回 24 18 6 3 87.50％ 

 

【ニコニコ委員会】             安藤優委員 

  第 867回（件数）   合 計 

ニコニコ     17件       ￥17,000 

●当クラブ 

◇大野会長、佐藤会員「本日は、雨の中お疲れ様でした」 

◇鈴木幹事、梅澤会員「ポスター撤去おつかれさまです」 

◇安藤優会員「本日は、申し訳ありません。ご苦労さま

です」 

◇親松会員「今日は朝早くからご協力ありがとうござい

ました」 

◇志村会員「次年度、親睦・家族委員の皆さん炉辺あり

がとうございました」 

◇鈴木憲治会員「お疲れ様でした」 

◇平澤会員「ポスター撤去少しだけ手伝いました」 

◇山崎会員「今日はお疲れ様でした。参加できず申し訳

ありません」 

◇蓬田会員「今日、お手伝いできなくてすみません」 

◇安藤則雄会員、河島会員、鈴木豊成会員、花輪会員 

 森茂則会員、山下会員 

    以上、ご協力ありがとうございます。 

【炉辺開催委員会】親睦・家族委員会 会場監督委員会     

  

【社会奉仕委員会】             親松委員長 

 ポスターはがし、皆さんご苦労様でした。 

   

【ロータリー財団委員会】          大野会長 

   

  親松会員にマルチプル・ポール・ハリス・フェロー（3） 

  メダルを贈呈 

 
 

 

 

 

【プログラム委員会】            梶委員長 

 4 月 30 日 休会  

 5 月 7日 招聘卓話 落語家 桂米多朗さん 

 5 月 14 日 会員卓話  森茂則会員 

 5 月 21 日 ロータリー情報委員会 安藤則雄委員長 

       （わかりやすいロータリー） 

 5 月 28 日 クラブフォーラム 

 

【地区協議会報告】         大野次年度委員長 

 ロータリー情報委員会 

 雑誌・広報委員会 

 ＩＴ推進委員会 

 リーダーは斉藤二郎パストガバナー 

 サブリーダーは加山照彦さん 

  IT・ロータリー情報・広報は全員でやるほうがよい。 

 IT推進委員会では、川崎麻生ロータリークラブの場合 

 ホームページは現在休止中で理事・役員会にて決定する。 

 会員の情報を載せる。ホームページ更新料 8万円、 

 年会費 10万円と会員が多いクラブは良いが、少数の 

 クラブは費用がかかりすぎる。 

 

【地区協議会報告】        安藤優次年度委員長 

 増強・選考委員会 

  リーダー 上野孝パストガバナー 

  サブリーダー 倉知恒久さん 

   増強はロータリーの使命です。5％の増強をお願い  

  したい。 

  増強できない理由：例会の魅力、ロータリー情報不足 

  会員のコミュニケーション不足、人間関係、等改善し 

  て下さい。 

  川崎麻生ロータリークラブは 2000年には会員数 30 

  人で、現在は 24人とマイナス 6人です。 

  2590地区全体では 104人の減になっています。 

  入会を勧める時は、何度でも行って下さい。 

  「自分が入会するとしたら、自分のクラブに入り 

  ますか、だとしたら、勧められますか？」 

 自分のクラブを見つめ直し、それから会員増強を！ 

 

【次年度委員会】           梅澤次年度幹事 

 活動計画書を 5 月 7日までに提出して下さい。 

 

【地区報告】              鈴木憲治会員 

 4月 10日仙台の地区大会にＲＩ代理として藤林豊明 

 パストガバナーが出席しました。私も友人として同行し 

 ました。元ジャイアンツの桑田真澄投手が卓話をされま 

 した。また、上野孝パストガバナーが埼玉の地区大会に 

 ＲＩ代理として出席しました。 

 

【四つのテスト】               梅澤会員 

【点鐘】                  大野会長 

【会報委員会】              文責 河島光男 

 

 

 


