
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ［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】】】】                                                                        山崎山崎山崎山崎会長会長会長会長    

【【【【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】】】】                親松親松親松親松委員委員委員委員    

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

○八木 昭人様（東京銀座 RC） 

○ミアン（米山奨学生） 

【【【【会員誕生日会員誕生日会員誕生日会員誕生日】】】】                                                安藤優委員長安藤優委員長安藤優委員長安藤優委員長    

・なし 

【【【【奥様誕生日奥様誕生日奥様誕生日奥様誕生日】】】】                                                安藤優委員長安藤優委員長安藤優委員長安藤優委員長    

 ・大野 順子様（大野会員夫人） 

 ・鈴木 知佐子様（鈴木眞一会員夫人） 

 ・梅澤 恵子様（梅澤会員夫人） 

 

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

1. 2012-13 年度指名委員会について 

 ● 承認 

2. 11 月 25 日（金）川崎稲生 RC との合同例会について 

 ● 18時30分 多摩市民館 

3. クリスマス家族会について 

 ● 12 月 22 日（木）新宿「エル・フラメンコ」にて 

   会費：13,000 円 

4. kirara@アートしんゆり 2011 協賛について 

 ● 個人的に出す 

 

【【【【会長報告会長報告会長報告会長報告】】】】                                                                    山崎山崎山崎山崎会長会長会長会長    

1. 上澤ガバナーより、地区大会のお礼状が届いています。 

2. ロータリー財団より、ポール・ハリス・フェローのロータリー

財団より、が届いています。 
  梅澤 馨会員…3 回目 
  鈴木憲治会員…5 回目 

3. 2010-11 年度 RI 第 2530 地区「震災の記録送付のご案

内について」が届いています。 

 

第 940 回例会 11 月 18 日(金)   クラブ奉仕委員長会議報告 会員卓話（山下会員） 場所：百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第 941 回例会 11 月 25日(金)  移動例会 川崎稲生 RC との合同例会 点鐘：18 時 30 分 場所：多摩市民館 3階 

【【【【幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告】】】】                                                            鈴木豊成鈴木豊成鈴木豊成鈴木豊成幹事幹事幹事幹事    

1.1.1.1. 会報会報会報会報のののの受領受領受領受領 

  ・川崎南RC      第2513回〜第2520回 

  ・川崎日吉RC     第1550回〜第1557回 

  ・川崎中央RC     第1190回〜第1198回 

  ・新川崎RC      第824 回〜第827 回 

 

【【【【出出出出席委員会席委員会席委員会席委員会】】】】                                                    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 939 回 21 19 2 - 90.48％ 

第 938 回 21 15 6 1 76.16％ 

第 937 回 21 12 9 3 71.43％ 

 

【【【【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】】】】                                                        森森森森委員委員委員委員    

  第939回（件数）   合 計 

ニコニコ     15 件       ￥15,000 

 

●当クラブ 

◇山崎会長【八木様ようこそお越しくださいました】 

◇鈴木豊成幹事【八木様ようこそ】 

◇安藤優会員【昨日はクリスマス会下見、会長、委員

さんありがとうございました】 

◇碓井会員【久しぶりなので、この会場が新鮮に感じます】 

◇大野会員【雨ですね。お花をありがとうございます】 

◇長瀬会員【ハウステンボスに行ってきました】 

◇山下会員【ご無沙汰です】 

◇梶会員【出席できず、すみません】 

◇安藤則雄会員◇梅澤会員◇鈴木憲治会員◇平澤会員

◇鈴木眞一会員◇森会員◇蓬田会員 

    以上、ご協力ありがとうございます。 

第 939 回 例会記録 平成 23 年 11 月 11 日（金） S.A.A 委員長 梶 俊夫 



 

【【【【米山奨学米山奨学米山奨学米山奨学】】】】                                                    鈴木鈴木鈴木鈴木憲憲憲憲治委員長治委員長治委員長治委員長 

  第 939回（件数）   合 計 

米山奨学     2 件       ￥40,000 

◇鈴木憲治会員【米山月間は終わりましたが年度末 

までよろしくお願いします】 

 ◇梅澤会員【寒くなりましたカゼをひかないように！】 

 

 

【【【【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】】】】                                            梅梅梅梅澤澤澤澤委員長委員長委員長委員長 

  第 939 回（件数）   合 計 

ロータリー財団     2 件     ￥40,000 

 ◇鈴木眞一会員【11月はロータリー財団月間です。 

よろしくお願いします。】 

 ◇梅澤会員【今月はロータリー財団月間です。 

お願い致します。】 

 

 

【【【【指名指名指名指名委員会委員会委員会委員会】】】】                                                        山下山下山下山下委員長委員長委員長委員長    
 
2012～～～～2013    川崎麻生川崎麻生川崎麻生川崎麻生ロータリークラブロータリークラブロータリークラブロータリークラブ    役員役員役員役員・・・・理事理事理事理事    

●●●●役役役役    員員員員 

会長会長会長会長                碓井碓井碓井碓井    美枝子美枝子美枝子美枝子 
副会長副会長副会長副会長              尾作尾作尾作尾作    弘弘弘弘 
会長会長会長会長エレクトエレクトエレクトエレクト          鈴木鈴木鈴木鈴木    眞一眞一眞一眞一 
幹事幹事幹事幹事                志村志村志村志村    幸男幸男幸男幸男 
副幹事副幹事副幹事副幹事              森森森森        茂則茂則茂則茂則 
会計会計会計会計                安藤安藤安藤安藤    優優優優 
会場監督会場監督会場監督会場監督            山下山下山下山下    俊也俊也俊也俊也 

●●●●理理理理    事事事事 

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      親松親松親松親松    明明明明 
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      佐藤佐藤佐藤佐藤    忠博忠博忠博忠博 
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      鈴木鈴木鈴木鈴木    憲治憲治憲治憲治 
新世代奉仕委員長新世代奉仕委員長新世代奉仕委員長新世代奉仕委員長    梅澤梅澤梅澤梅澤    馨馨馨馨 
直前会長直前会長直前会長直前会長            山崎山崎山崎山崎    弘子弘子弘子弘子 
直前幹事直前幹事直前幹事直前幹事            鈴木鈴木鈴木鈴木    豊成豊成豊成豊成 

 

 

本日のお客様 

 
八木 昭人様（東京銀座 RC） 

 

 
左から山崎会長・米山奨学生ミアン 

 
ポール・ハリス・フェローの表彰 

左から山崎会長・梅澤会員・鈴木憲治会員 

 

ゴルフ同好会会長鈴木憲治会員より 

取り切り戦優勝の右 鈴木豊成会員 

 

【【【【プログラムプログラムプログラムプログラム委員会委員会委員会委員会】】】】                                        蓬田委員長蓬田委員長蓬田委員長蓬田委員長 

11 月 25 日（金）18：30 点鍾 

川崎稲生 RC との合同例会 場所：多摩市民館 

 

【【【【親睦家族委員会親睦家族委員会親睦家族委員会親睦家族委員会】】】】                                            安藤優委員長安藤優委員長安藤優委員長安藤優委員長 

 クリスマス会 12 月 22 日（木）17：15 点鐘 

 「エルフラメンコ」伊勢丹会館 6Ｆ 会費 13,000 円 

 

【【【【20202020 周年記念実行周年記念実行周年記念実行周年記念実行委員会委員会委員会委員会】】】】                    安藤優実行委員長安藤優実行委員長安藤優実行委員長安藤優実行委員長 

1．会員分担金 25,000 円を今月中に集金します。 

2．記念旅行は延泊も含めて調整中です。 

【【【【四四四四つのテストつのテストつのテストつのテスト】】】】                                                            梶梶梶梶会員会員会員会員    

【【【【点鐘点鐘点鐘点鐘】】】】                                                                        山崎山崎山崎山崎会長会長会長会長    

【【【【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    


