
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［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 

【例会場】               ホテルモリノ 

【ソング】              志村 SAA 委員長 

 国家君が代・奉仕の理想 

 

【ゲスト・ビジター】             大野会長 

○パニアーズ・ルイス・トリスタン様（米山奨学生） 

 

【会員誕生日】               山崎委員 

大野会員・蓬田会員・尾作均会員 

【奥様誕生日】 

【理事・役員会報告】              大野会長 

1.環境美化ポスター報告の件 

 ●合計 206,026円 

   ※承認 

2.次年度予算の件 

   ※承認 詳細は計画書に掲載 

3.納涼会の件 

 ●7月 30日（金）琴平神社にて開催 

   ※決定 

4.その他 

● 20周年実行委員会立ち上げる 

 

【会長報告】                大野会長 

1. 第 1・第 2・第 3グループの IM報告書が来ています。 

2. 財団法人ロータリー米山記念奨学会より感謝状送付 

功労者名（鈴木憲治、河島光男、親松明、梅澤馨） 

3. GSE派遣チーム帰国報告会・解団式の案内が来ていま

す。6月 17日（木）18：30 新横浜国際ホテルにて 

4. 地区ローターアクトから地区協議会の案内が来てい

ます。6月 20日（日）「サンピアン川崎第 3交流室」 

5. 『友』インターネット速報 NO.430 

【ロータリアンのための会員増強資料】 

 

第 873回例会   6月 11日（金） 移動例会 ブルーベリー狩り 場所：焼肉「松葉」 

第 874回例会   6月 20日（日）→21日（月） ご苦労さま会 

     

6. 2010-2011年度理事・役員の資料が来ています。 

  川崎 R.C・川崎大師 R.C・川崎西 R.C・川崎南 R.C 

 

7. 横浜西ロータリークラブ第 2500例会記念として澤

地久枝氏の「希望と勇気が 未来を創る！」の題目

で記念講演 6月 16日（水）はまぎんホール 14：30 

 

 

【幹事報告】              鈴木眞一幹事 

1．文書着 

◆川崎中原R.C 

   平成22年6月 3日（木）早朝移動例会 

      点鐘：7時30分 

      場所：ジョナサン 

    平成22年6月24日（木）ファイナル例会 

      点鐘：18時30分 

      場所：ナポリピッツァ クンバ 

         

     

2．会報 

  ・川崎マリーンＲＣ   第801 回〜第808 回 

  ・新川崎ＲＣ      第761 回〜第763 回 

・川崎中ＲＣ      第1828回〜第1831回 

・川崎とどろきＲＣ   第578 回〜第580 回 

 

 

 

 

 

 

■会長 大野 勉    ■幹事 鈴木 眞一 

第 872回 例会記録 平成 22年 6月 4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 872回 24 21 3 - 87.50％ 

第 871回 24 17 7 3 83.33％ 

第 870回 24 18 6 2 83.33％ 

 

【ニコニコ委員会】             安藤優委員 

  第 872回（件数）   合 計 

ニコニコ     18件       ￥18,000 

●当クラブ 

◇大野会長「本年度最後の理事・役員会が無事終了しま

した」 

◇鈴木幹事「昨日の歓迎会おつかれさまでした」 

◇碓井会員「又、久し振りに出席しました」 

◇梅澤会員「昨日の酒が残っています」 

◇鈴木(憲)会員「昨日はおつかれ様でした」 

◇山崎会員「昨日は有難うございました。52度のお酒

は？」 

◇安藤(優)会員「昨日は歓迎会おつかれさまでした」 

◇安藤(則)会員・尾作(均)会員・親松会員・志村会員・

鈴木(豊)会員・長瀬会員・花輪会員・平澤会員・森(茂)

会員・森(曻)会員・蓬田会員 

    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 872回（件数）   合 計 

R ・ 財 団     1件       ￥9,200 

 ◇安藤優会員 

 

 

 
   米山記念奨学会より功労者賞状を授与 

 

 
   米山記念奨学会より功労者賞状を授与 

 

【雑誌・広報委員会】           長瀬委員長 

  ロータリー親睦活動月間につき、大いに親睦を深めてほ

しいと思います。 

 ヨコ 36頁 ロータリーの友事務所法人化に当たって 

       （上野 孝＝横浜 RC） 

 タテ  2頁 曽祖父ジョン万次郎（作家 中濱 武彦） 

 

【社会奉仕委員会】            親松委員長 

  09～10 年度社会奉仕委員会環境美化ポスター経費報告

があり、会員の皆様大変ご苦労様でした。 

 

【地区の周年行事】             大野会長 

  周年行事の多い年でした。（以下の通り） 

   横浜緑 RC   創立 40周年 

   川崎稲生 RC  創立 20周年 

   川崎北 RC   創立 50周年 

   川崎南 RC   創立 50周年 

   横浜北 RC   創立 30周年 

   川崎中央 RC  創立 25周年 

   横浜泉 RC   創立 20周年 

   神奈川 RC   創立 50周年 

 

【一年を振り返って】            大野会長 

  別紙に記載 

◎国内初！米山学友を中心としたクラブ誕生！    

鈴木地区米山奨学委員長 

  国際ロータリー第 2750地区(東京)東京米山友愛ロータリ

ークラブ創立総会が 2月 11日、創立会員 22人、5月 30日(日)

にはチャーター・ナイトが開催された。 

◎会長・幹事のご苦労会の案内     山下会長エレクト 

 

【四つのテスト】              尾作均会員 

【点鐘】                    大野会長 

【会報委員会】                文責 蓬田委員 

 

 

 

（終了） 

（6 月） 



 
1 年を振り返って 
 

大野 勉 

 

早いものでまもなく今年度も、後数回の例会を持って 2009～10 年度も終わろうとしております。

毎年思ってきたことですが、自分の誕生日月にロータリー年度も終わり会長・幹事ご苦労さん会

があり、7 月から年度初め、何となく思いが残る月であると思います。 

さて、今年度は例会場を 2 箇所に分散して行って参りました。 

昨年の今頃は例会に必要な備品を調達して、幹事・事務局との連絡で忙しい時期を過ごしたよう

なきがします。 

森茂則会員には例会場を提供していただき、スタッフの方々にも多少なりともご迷惑をかけてい

るのではないかと思います。 

又、志村会場監督委員長と委員の皆さんには、今まで経験したことのない準備等、弁当の手配を

していただき例会運営に感謝申し上げます。 

今年度の「ロータリーの原点に立ち返り足元を固めましょう」をスローガンに会員皆様方の協力

の下、実施計画の 8 項目すべてができた訳ではありませんが、特にロータリー情報委員長の安藤

さんには 3 回の勉強会を開催していただき有難うございました。 

又、安藤優会員には急遽ニコニコ委員にお願いし毎回のように役目を果たしていただき感謝申し

上げます。 

出席向上の為と食事の無駄を無くす意味で、鈴木幹事が携帯メールで出欠の新しい方法を考え発

信しました。 

会報委員会においては河島委員長の下、以前のように毎週遅れることもなく皆さんに配布され楽

しみにされていることが出来てありがたいと思います。 

職業奉仕委員会は職場訪問として元ロータリアンの幸島宏邦社長の長野県の工場、伸和コントロ

ールズにマイクロバスで訪問し暖かい歓迎を受け、工場内の見学と昼食に。又 故佐野会員がバ

ラを寄付された丘へ行き思い出のある 1 日だと思います。 

更に四つのテストは毎例会に唱和頂き有難うございました。 

社会奉仕委員会では例年のように麻生区の近隣小学校に環境美化活動の一環として麻生川のポ

スターを書いていただき掲示する事が例年になく多く親松委員長にはご苦労をかけました。 

 

国際奉仕委員会にはロータリー財団、米山奨学委員会に会員皆様からの寄付を頂き当クラブも米

山部門では上位の方に名を連ねています。最後になりますがクラブ奉仕委員長の山下次年度会長

には、小委員会の委員長の代役をお願いしっぱなしで感謝の気持ちでいっぱいです。 

それに鈴木眞一幹事には毎週のように打ち合わせ等で時間の調整や事務局との連絡、メール等で

会員に発信、出席、SAA さんとの弁当の連絡、本当に有難うございました。今後とも会員相互の

理解と和を保ち麻生クラブが発展することを祈り 1 年間の感謝の言葉にします。 

 


