
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ［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 

  

【【【【点点点点    鐘鐘鐘鐘】】】】                                                                    山下会長山下会長山下会長山下会長    

【【【【例会場例会場例会場例会場】】】】                                                        ホテルモリノホテルモリノホテルモリノホテルモリノ    

【【【【ソングソングソングソング】】】】              鈴木憲治委員鈴木憲治委員鈴木憲治委員鈴木憲治委員 

 国家君が代・奉仕の理想 

【【【【ゲスト・ビジターゲスト・ビジターゲスト・ビジターゲスト・ビジター】】】】             山下会長山下会長山下会長山下会長    

【【【【会員誕生日会員誕生日会員誕生日会員誕生日】】】】    

    なし 

【【【【奥様誕生日奥様誕生日奥様誕生日奥様誕生日】】】】                                            志村親睦委員長志村親睦委員長志村親睦委員長志村親睦委員長    

・・・・梶 昭子様（梶 俊夫夫人） 

・安藤美和様（安藤則雄夫人） 

【【【【理事理事理事理事・・・・役員会報告役員会報告役員会報告役員会報告】】】】                                                    山下会長山下会長山下会長山下会長    

1. 年次総会議案の件 

 ●年次総会内容確認承認。 

2. Kirara @アートしんゆり 2010 ご協賛のお願い 

 ●予算上、協賛しないで承認。 

3. 新年例会の件について 

 ●1月 7日(金)新宿「とんかつ三太」で新年会開催。 

4. 麻生川美化運動の件 

 ●12 月中に麻生小にポスター依頼を行う。 

5. 志村会員へのお礼について 

 ●感謝状等を贈呈する事で承認。 

6. クリスマス会の件について 

 ●お土産一人 3000 円相当を用意する。 

 

【【【【会長報告会長報告会長報告会長報告】】】】                                                            山下会長山下会長山下会長山下会長    

1.川崎高津南ＲＣより、年末家族会のご案内が届いてい

ます。12月 20 日（月） 点鐘：18 時 30 分 

 

【【【【幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告】】】】                                                                    梅澤幹事梅澤幹事梅澤幹事梅澤幹事    

1.1.1.1.文書着文書着文書着文書着    

◆川崎大師R.C 

  平成23年1月  5日（水）➔休会 

   平成22年1月12日（木）➔移動例会 

第 898 回例会  12 月 10 日(金) クラブ協議会 クリスマス家族会リハーサル 

第 899 回例会  12 月 22 日(金) クリスマス家族会 点鐘：場所：ホテルモリノ 

         新春4クラブ合同例会 

        点鐘：12時30分 

場所：川崎日航ホテル 

◆川崎中央R.C 

  平成22年12月20日（月）夜間移動例会 

        クリスマス家族会 

       場所：川崎日航ホテル 

  平成22年12月27日（月）➔休会 

  平成23年  1月  3日（月）➔休会 

   平成22年  1月17日（月）➔12日（水）に変更 

         新春4クラブ合同例会 

        点鐘：12時30分 

場所：川崎日航ホテル 

   平成23年 1月31日（月）昼例会を新年夜間例会に変更 

点鐘：18時30分 

場所：サンピアンかわさき 

 

◆川崎西R.C 

  平成22年12月31日（金）➔休会 

 

◆横浜あざみR.C 

   平成22年12月15日（水）夜間例会 

         新春4クラブ合同例会 

        点鐘：18時30分 

場所：「ふきのとう」 

  平成22年12月29日（水）➔休会 

 

◆横浜東R.C 

   平成22年12月17日（金）年末会員家族親睦会 

        点鐘：18時 

場所：横浜エクセルホテル東急 

   平成22年12月31日（金）➔休会 

  平成23年 1月21日（金）3ＲＣ合同賀詞交歓例会 

 

第 897 回 例会記録 平成 22 年 12 月 3日（金） S.A.A 安藤 則雄 



2222．．．．会報会報会報会報    

  ・川崎中央ＲＣ    第1152回〜第1158回 

  ・川崎中ＲＣ     第 824回〜第831回 

●●●●    11112222月月月月はははは移動移動移動移動・・・・休会休会休会休会がありますのでがありますのでがありますのでがありますので間違間違間違間違えないようえないようえないようえないよう    

        にしてくださいにしてくださいにしてくださいにしてください    

 

【【【【出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会】】】】                                                            長瀬長瀬長瀬長瀬委員長委員長委員長委員長    

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 897 回 22 19 3 - 86.36％ 

第 896 回 22 19 3 1 90.91％ 

第 895 回 22 19 3 1 90.91％ 

 

【【【【ニコニコニコニコニコニコニコニコ委員会委員会委員会委員会】】】】                                            平澤平澤平澤平澤委員長委員長委員長委員長    

  第 897回（件数）   合 計 

ニコニコ     16 件       ￥16,000 

●当クラブ 

◇山下会長「年次総会宜しくお願いします」 

◇梅澤幹事「本年度もあと 2回で終わりです」 

◇大野会員「今朝の雨と雷はすごかったです」 

◇志村会員「街路樹の葉がだいぶ落ちました」 

◇鈴木憲治会員「インフルエンザの注射をしましょう」 

◇長瀬会員「皇居の禅寺丸柿を見てきました」 

◇ 安藤優会員・安藤則雄会員・尾作弘会員・河島会員 

鈴木眞一会員・鈴木豊成会員・花輪会員・森会員 

山崎会員 以上、ご協力ありがとうございます。 

 

【【【【ロータリーロータリーロータリーロータリー財団財団財団財団】】】】                                                    佐藤佐藤佐藤佐藤委員長委員長委員長委員長    

  第 897 回（件数）   合 計 

R ・ 財 団     2 件       ￥16,400 

 ◇鈴木豊成会員◇梅澤会員 
 

【【【【米山記念米山記念米山記念米山記念奨学奨学奨学奨学】】】】                                                            佐藤佐藤佐藤佐藤委員委員委員委員    

  第 897回（件数）   合 計 

米山奨学     6 件       ￥70,000 

 ◇梅澤会員「今年の例会もあと 2回です」 

◇鈴木豊成会員◇安藤優会員◇河島会員◇山崎会員 

◇鈴木憲治会員 

 

【【【【親睦親睦親睦親睦・・・・家族家族家族家族委員会委員会委員会委員会】】】】                                            志村委員長志村委員長志村委員長志村委員長                                                            

 ● 会費の支払を 12月 10 日までにお願いします  

● 3,000円相当のクリスマスプレゼントをお願いします 

● SAA 委員会のご協力もよろしく 

● クリスマス家族会は落語・トリスタンと鈴木眞一会員の 

バンドとの競演・くじ引き等企画しておりますのでお楽しみに！ 

 

【【【【雑誌雑誌雑誌雑誌・・・・広報広報広報広報委員会委員会委員会委員会】】】】            大野大野大野大野ロータリーロータリーロータリーロータリー情報委員長情報委員長情報委員長情報委員長    

    Monthly LetterMonthly LetterMonthly LetterMonthly Letter    6666    ・・・・米山カウンセラー研修報告 

         地区米山奨学委員長 鈴木憲治さん 

         の記事があります。 

 

 ロータリーのロータリーのロータリーのロータリーの友友友友 12121212 月号月号月号月号 ・家族月間として絆、 

         私の家族、ロータリー家族を楽しもう 

         ヨコ書き P5〜15 

     ・パレスチナ自治区にロータリー誕生 P16〜19 

タテ書き ・ポリオ撲滅にノール・ヨルダン王妃の写真 

     ・備えあれば患えなし P2〜6 

 

【2010201020102010〜〜〜〜11111111 年度年次総会年度年次総会年度年次総会年度年次総会】】】】                        議長議長議長議長    山下会長山下会長山下会長山下会長    
                                                         

 会員数 22 名、委任状 2 名、出席者 20 名 

 3 分の 1 を超えていますので、年次総会は成立します。 

 川崎麻生ロータリークラブ細則第 1 条  

 理事及び役員の選挙を行ないます。 

 指名委員会 大野委員長より理事・役員の発表  

 賛成多数と認め、細則 第 1条 第 1節より 

 投票の過半数を得て当選する。 

 2011 年〜2012 年度の理事及び役員は承認されました。 

 

 総会総会総会総会にてにてにてにて承認承認承認承認されたされたされたされた理事理事理事理事・・・・役員役員役員役員    

 

役員役員役員役員        会長会長会長会長                            山崎弘子山崎弘子山崎弘子山崎弘子    

                副会長副会長副会長副会長                        親松親松親松親松    明明明明    

                会長会長会長会長エレクトエレクトエレクトエレクト            碓井美枝子碓井美枝子碓井美枝子碓井美枝子    

                幹事幹事幹事幹事                            鈴木豊成鈴木豊成鈴木豊成鈴木豊成    

                副幹事副幹事副幹事副幹事                        志村幸男志村幸男志村幸男志村幸男    

                会計会計会計会計                            平澤兼一郎平澤兼一郎平澤兼一郎平澤兼一郎    

                会場監督会場監督会場監督会場監督                    梶梶梶梶    俊夫俊夫俊夫俊夫    

    

理事理事理事理事        職業奉仕委員長職業奉仕委員長職業奉仕委員長職業奉仕委員長        大野大野大野大野    勉勉勉勉    

                社会奉仕委員長社会奉仕委員長社会奉仕委員長社会奉仕委員長        尾作尾作尾作尾作    均均均均        

                国際奉仕委員長国際奉仕委員長国際奉仕委員長国際奉仕委員長        鈴木眞一鈴木眞一鈴木眞一鈴木眞一    

                直前会長直前会長直前会長直前会長                    山下俊也山下俊也山下俊也山下俊也    

                直前幹事直前幹事直前幹事直前幹事                    梅澤梅澤梅澤梅澤    馨馨馨馨    

 

 

 

2011201120112011 年年年年〜〜〜〜2012201220122012 年度理事年度理事年度理事年度理事・・・・役員役員役員役員のののの皆皆皆皆さんさんさんさん    

『『『『会員会員会員会員がががが減減減減らないようにがんばりますのでらないようにがんばりますのでらないようにがんばりますのでらないようにがんばりますので皆様皆様皆様皆様のののの    

    協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします』』』』    

【【【【四四四四つのテストつのテストつのテストつのテスト】】】】                                                            長瀬長瀬長瀬長瀬会員会員会員会員    

【【【【点鐘点鐘点鐘点鐘】】】】                                                                        山下会長山下会長山下会長山下会長    

【【【【会報委員会会報委員会会報委員会会報委員会】】】】                                                        文責文責文責文責    河島光男河島光男河島光男河島光男    


