
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ［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］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 

  

【【【【点点点点    鐘鐘鐘鐘】】】】                                                                山崎会長山崎会長山崎会長山崎会長    

【【【【例会場例会場例会場例会場】】】】                                百合百合百合百合ヶヶヶヶ丘丘丘丘カントリーカントリーカントリーカントリー倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部    

【【【【ソングソングソングソング】】】】              大野大野大野大野 SAASAASAASAA 委員委員委員委員    

    我等の生業 

 

【【【【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】】】】           山崎山崎山崎山崎会長会長会長会長    

○伊丹 義親様（川崎百合丘 RC） 

 

【【【【会長報告会長報告会長報告会長報告】】】】                                                                    山崎会長山崎会長山崎会長山崎会長    

1. 上澤ガバナーより、公式訪問時のお礼状が届いており

ます。 

2.第2590地区、地区大会記念チャリティーディナーショー

参加申込みについて 10月4日（火）会費:15,000円 

 8月26日までに申込書を提出して下さい。 

3.第18回地区大会記念囲碁大会の案内が届いています。 

 10月2日（日） 横浜ベイシャラトンホテル 

4. 地区ロータリー財団セミナー開催について 

 9月15日（木）15時～17時30分 ソシア21 

5. 米山記念奨学会より、感謝状が届いています。 

 ・安藤優会員・鈴木憲治会員・平澤兼一郎会員 

6. 第 61 回麻生区「社会を明るくする運動」に係る寄付

のお礼状が届いています。 

 

【【【【幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告】】】】                                                        鈴木豊成幹事鈴木豊成幹事鈴木豊成幹事鈴木豊成幹事    

1.1.1.1.文書着文書着文書着文書着    

◆川崎中RC 

  平成23年8月30日（火）夜間移動例会 

点鐘：18時 

会費：4,000円 

 

◆川崎鷺沼RC 

  平成23年8月24日（水）早朝例会 

       点鐘：8時 

       場所：ホテルメッツ溝ノ口「桂林」 

第 929 回例会 8 月 26 日(金) クラブフォーラム 20 周年に向けて 場所：百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第 930 回例会 9 月 2 日(金) 理事役員会③ クラブ新世代奉仕委員長会議報告 場所：ホテルモリノ 

  平成23年9月21日（水）移動例会 

       点鐘：18時 

       場所：吉池旅館 

  平成23年9月28日（水）早朝例会 

       点鐘：8時 

       場所：ホテルメッツ溝ノ口「桂林」 

◆川崎西RC 

  平成23年8月26日（金）招聘卓話 

   5代目 春風亭 柳好 

       会費：3,000円 

       場所：ホテルKSP 

 参加の方は、8月22日までにお願いします。 

 

2.2.2.2.会報会報会報会報のののの受領受領受領受領    

  ・川崎日吉RC     第1546回〜第1549回 

  ・川崎中RC      第1886回〜第1889回 

  ・川崎とどろきRC   第 631回〜第 633回 

  

 

 

 

   

第 928 回 例会記録 平成 23 年 8月 19 日（金） S.A.A 委員長 梶 俊夫 

親松会員 

ご子息の結婚祝い
金贈呈 

米山奨学金表彰 
左から安藤優会員・ 
平澤会員・鈴木憲治会員 



【【【【出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会】】】】                                                                鈴木幹事鈴木幹事鈴木幹事鈴木幹事    

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 928 回 21 15 6 - 71.43％ 

第 927 回 21 18 3 1 90.48％ 

第 926 回 21 19 2 2 100％ 

 

【【【【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】】】】                                                    志村委員長志村委員長志村委員長志村委員長    

  第 928回（件数）   合 計 

ニコニコ     15 件       ￥15,000 

●お客様 

 ◇伊丹 義親様（川崎百合丘 RC） ご無沙汰しており 

ます。私ごとですがもしよろしければ 8月 31 日に 

是非にダンスパーティーにお越しください。お待 

ち申しております。 

 

●当クラブ 

 ◇山崎会長【伊丹様ようこそいらっしゃいました。】 

◇鈴木豊成幹事【伊丹様ようこそいらっしゃいました。】 

◇志村会員【東急タマプラーザにての個展よろしく。】 

◇山下会員【長男がやっと就活内定とれました。親友が 

鹿島臨海 RC に入会しました。】 

◇安藤優会員◇安藤則雄会員◇梅澤会員◇大野会員 

◇尾作均会員◇親松会員◇鈴木憲治会員◇長瀬会員 

◇平澤会員◇森会員 

 

  以上、ご協力ありがとうございます。 

 

【【【【親睦委員会親睦委員会親睦委員会親睦委員会】】】】                                                        安藤優安藤優安藤優安藤優委員長委員長委員長委員長    

平成 23 年 7 月 29 日に開催されました、納涼会の収支報

告が出来ましたので、ご報告いたします。 

 

（（（（収収収収    入入入入））））    

●会  費   5,000 円×19 名   95,000 円 

●お 客 様             35,000 円 

●例 会 費             12,142 円  

     合 計          142,142142,142142,142142,142 円円円円 

 

（（（（支支支支    出出出出））））    

●食 事 代   5,467 円×26 名  142,142 円   

     合合合合    計計計計            26262626 名名名名            142,142142,142142,142142,142 円円円円    

 

 

【【【【増強増強増強増強委員会委員会委員会委員会】】】】                                                        長瀬長瀬長瀬長瀬委員長委員長委員長委員長    

 

会員の皆様次回入会推薦者申込用紙をお持ちください 

 

 

【【【【米山奨学米山奨学米山奨学米山奨学委員会委員会委員会委員会】】】】                                                鈴木憲治鈴木憲治鈴木憲治鈴木憲治委員長委員長委員長委員長    

7 月 28 日開催されました、クラブ米山奨学委員長会議の

報告をいたします。 

＊上澤ガバナー及び大須賀 PG より、今年度地区方針につ

いてのお願いと米山奨学会の情報についての解説 

（米山奨学事業への理解と寄付増進へのお願い/ 

1人あたり25,000円以上） 

 

 

＊地区米山奨学委員会の活動方針について 

  倉知恒久米山奨学委員長 

    

①米山奨学事業への理解を更に促進し、地区全体で寄付増

進を図る 

②クラブと共に米山奨学生や米山学友のフォローと学友

会のサポートを行う 

③奨学事業の成否の鍵となるカウンセラー制度の充実を

図る 

④2012 年度地区米山奨学生の選考と採用に対して周到な

準備を行う 

⑤クラブ米山奨学委員長に出席していただきたいプログラム 

 ・「夏季レクレーション」9 月 11日 

 ・「米山奨学生・学友年末パーティー」12月 3日 

 ・「2011 学年度米山奨学生終了式＆歓送会」2月 26日 

⑥米山月間（10 月）の有効活用と卓話のお願い 

 

＊2 名の奨学生・学友による卓話は、それぞれ米山奨学金

を拝受して安心して勉学に集中できる感謝と米山奨学

金をいただいたお陰でネパールと日本との友好親善に

携わることができましたと涙のウィットに富んだ内容

でありました。 

 

≪≪≪≪感染症感染症感染症感染症ポリオポリオポリオポリオ残残残残りりりり 1111％％％％のののの闘闘闘闘いいいい≫≫≫≫テレビテレビテレビテレビ大阪大阪大阪大阪    特別番組特別番組特別番組特別番組    

7 月 18 日 午前 10時 30 分 放映 

ポリオ、正確には急性灰白髄炎（きゅうせいかいはくずいえ

ん）と呼ばれる病。主に5歳以下の子供の感染が多かったこ

とから、日本では小児麻痺の名で知られている。発症すると

急速に腕や足が麻痺し、生涯にわたって体の自由を奪う病だ。

最悪の場合は、命に関わることもある。 

 日本では、1960年におよそ6,500人が発症する大流行に見

舞われたが、その後、ワクチンの定期摂取が制度化され、1980

年を最後に自然感染は無くなった。1988年、WHO総会で2000

年を目標に「ポリオ根絶計画」が決議された。 

ワクチンの普及も進み、1988年当初、125カ国30万人を超え

てきた感染者数は、2001年迄に10カ国481人まで減少した。 

 

しかし、今なお、ポリオに苦しむ子供たちは存在し、その根

絶に向け地道な努力を続けている人達がいる。この番組は、

今年2月にWHOがインドで行ったワクチン投与に参加した、

ある日本人の姿を追ったドキュメンタリーである。 

 

【【【【四四四四つのテストつのテストつのテストつのテスト】】】】                                                安藤則雄安藤則雄安藤則雄安藤則雄会員会員会員会員    

【【【【点鐘点鐘点鐘点鐘】】】】                                                                        山崎会長山崎会長山崎会長山崎会長    

【【【【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    森森森森    茂則茂則茂則茂則    


