
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ［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】】】】                                                        ホテホテホテホテルモリノルモリノルモリノルモリノ    

    

【【【【ソングソングソングソング】】】】それでこそロータリーそれでこそロータリーそれでこそロータリーそれでこそロータリー   尾作弘尾作弘尾作弘尾作弘 SAASAASAASAA 委員委員委員委員    

    

【【【【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    

○豊島雲三様（東京銀座 RC） 

○ミアンさん（米山奨学生） 

 

【【【【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. クラブ雑誌委員長会議 開催のご案内が届いています。 

11 月 8 日(火)15 時～17時 

 メモワールプラザソシア 21 
2. 「入会 3年未満のロータリアンのためのＲ情報セミナー」開
催のご案内が届いています。 

11 月 14 日(月)15 時～17時 

 メモワールプラザソシア 21 

 

【【【【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    

◆川崎幸RC 

  平成23年 11 月 4日（金）➔5日（土） 

地区大会参加への移動例会 

  平成23年 12月30日（金）➔20日（火） 

夜間移動例会 家族会 

    点鐘：18時 

    場所：横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 

  平成24年 1月 6日（金）休会 

◆川崎マリーンRC 

  平成23年 11 月 3日（金）休会 

  平成23年 11月17日（木）➔15日（火）に変更 

   3クラブ合同夜間移動例会 

第 936 回例会 10 月 21 日(金) 職場訪問 商船三井柿生グランド 場所：焼肉「松葉」 

第 937 回例会 10 月 28 日(金) クラブ国際奉仕委員長会議報告 米山地区委員長卓話 場所：百合ヶ丘カントリー倶楽部 

    点鐘：18時30分 

    場所：川崎日航ホテル 

平成23年 11月22日（木）➔21日（水）に変更 

   クリスマス家族例会 

    点鐘：18時30分 

    場所：川崎日航ホテル 

  平成23年 12 月29日（木）休会 

◆新川崎RC 

  平成23年 11 月 2日（金）➔5日（土） 

地区大会参加への移動例会 

    点鐘：11時30分 

     場所：クイーンズスクウエア「橙家」 

  平成23年 11月30日（水）第29回8RC親睦ゴルフ大会 

    場所：戸塚カントリー倶楽部 

◆川崎中RC 

  平成23年 10 月25日（火）夜間移動例会 

   ㈱ミツトヨ 沼田記念館 

    点鐘：18時 

    場所： ホテルメッツ桂林 

  平成24年 1月 6日（金）休会 

◆川崎高津南RC 

  平成23年 10月24日（月）職場訪問による移動例会 

   点鐘：18時 

   場所：横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 

  平成24年 1月 6日（金）休会 

  平成23年 11 月 7日（月）➔5日（土）地区大会参加 

 

2.2.2.2. 会報会報会報会報のののの受領受領受領受領    

・新川崎RC      第 820回〜第 823回 

 ・川崎中RC      第1894回〜第1897回 

・川崎とどろきRC   第 638回〜第 640回 

第 935 回 例会記録 平成 23 年 10 月 14 日（金） S.A.A 委員長 梶 俊夫 



 

【【【【出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会】】】】                                                    尾作弘委員長尾作弘委員長尾作弘委員長尾作弘委員長    

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 935 回 21 15 6 - 71.43％ 

第 934 回 21 16 5 2 85.71％ 

第 933 回 21 20 1 1 100％ 

 

【【【【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】】】】                                                            森委員森委員森委員森委員    

  第 935回（件数）   合 計 

ニコニコ     12 件       ￥12,000 

 

●当クラブ 

◇山崎会長【ミアンさんようこそ、20 周年フォーラム

元気出しましょう】 

◇鈴木豊成幹事【20 周年よろしく】 

◇大野会員【柳ジョージさん死去残念です-ニコニコじ

ゃないな-】 

◇平澤会員【20 周年フォーラムよろしく】 

◇安藤優会員◇親松会員◇梅澤会員◇花輪会員◇森会員

◇鈴木憲治会員◇鈴木眞一会員◇長瀬会員 

 
  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】】】】                                                    梅澤委員長梅澤委員長梅澤委員長梅澤委員長    

  第 934 回（件数）   合 計 

R ・ 財 団     2 件       ￥15,600 

◇親松会員◇鈴木豊成会員 
 

【【【【米山記念奨学米山記念奨学米山記念奨学米山記念奨学】】】】                                                鈴木憲治委員長鈴木憲治委員長鈴木憲治委員長鈴木憲治委員長    

  第 934回（件数）   合 計 

米山奨学     2 件       ￥40,000 

  ◇鈴木豊成会員◇鈴木憲治会員 

    

【【【【クラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラム】】】】                                        山崎会長山崎会長山崎会長山崎会長    

    

20202020 周年実行委員会全体会議周年実行委員会全体会議周年実行委員会全体会議周年実行委員会全体会議     安藤優委員長安藤優委員長安藤優委員長安藤優委員長    

 

平成 22 年 3 月 29 日に起案された計画案は順次報告され

てきましたが、本年 3月 11 日の東日本大震災以降大幅に

計画案は見直されて、復興支援への寄付へと予算建ても

変わってきております。又、ベトナム・フエ大学への寄

付に関しても徐々に検討し直して、クラブの運営等とも

考慮して最終決定いたし理事会にて承認されました。 

 

 

 すでに来年の記念例会まであと半年を切っております 

ので、会員皆さまの一致団結した意識を持って全員で 

ご協力をお願い致します。 

 

●決定された内容 

1．日時 平成 24年 2月 18 日（土） 

        場所 ホテル・モリノ 

2．予算 300 万円（予算書のとおり） 

        組織・役割 組織・役割分担図のとおり 

3．式典内容 記念例会形式（式典、懇親会） 

講演なし、バンド演奏のみ 

4．参加者 約 80 名 

            ガバナー、ガバナー補佐、百合丘 RC 

            第 3グループ 6 クラブ会長・幹事 

            米山奨学生、国際親善奨学生、元会員 

            大村東 RC 会長・幹事（行政関係なし） 

5．記念事業 米山奨学会、R 財団へ寄付 

            復興支援金 ベトナム・フエ大学へ寄付 

6．記念旅行 ベトナム 3泊 4 日（17 名予約済） 

   フエ大学へ寄付の品を届ける 

       平成 23年 2月 3 日～2月 6日 

     積立金を 5 万円×3回を目標とする 

7．今後のスケジュール スケジュール案のとおり 

 

●●●●討議中の内容 

１．会費 会員2万円、奥様・家族5千円（2名まで） 

各クラブ会費１万円（1名） 

2．フエ大学寄付 初年度 20 万円＋OA 機器 

継続して 5 年で総額 100 万円基金設立 

2 年目以降の寄付金の送金方法等要検討 

3．国際奉仕委員会と協力してベトナムの子どもへ 

日本の本を寄付する 

     鈴木眞一委員長と検討する 

4．記念品 禅寺丸ワインとボールペンで検討 

5．ベトナムの施設にベビーキルトを贈呈する 

【【【【四四四四つのテストつのテストつのテストつのテスト】】】】                                                        平澤平澤平澤平澤会員会員会員会員    

【【【【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    安藤則雄安藤則雄安藤則雄安藤則雄

 


