
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ［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 SAASAASAASAA 委員委員委員委員    

    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】】】】           山崎会長山崎会長山崎会長山崎会長    

        ・なし    

【【【【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    

 ・安藤 美和様（安藤則雄会員夫人） 

 ・梶  昭子様（梶会員夫人） 

 

【【【【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】】】】                                                    山崎会長山崎会長山崎会長山崎会長    

1.年次総会議案の件 

 ● 12 月 9 日（金）開催 

2.新年例会の件 

 ● おいしん 点鐘：18時 30 分 会費：2,000 円 

3.タウンニュースの新年広告について 

 ● 10,500 円 

4.麻生川美化運動の件 

 ● 柿生小学校、その他の学校に依頼 

5.「文化の風コンサート」ご協力のお願い 

 ● 平成24年4月15日（日）場所：川崎市麻生市民館 

   川崎麻生 RCの名称の使用許可 

 

【【【【会長会長会長会長報告報告報告報告】】】】                                                                    山崎会長山崎会長山崎会長山崎会長    

1.横浜港北 RCより、創立50周年記念行事のご案内が届いて

います。 

 日時：平成24年2月16日（木） 16時～ 

 場所：横浜プリンスホテル* 

2.新横浜 RC 国際奉仕委員長より、「南アフリカ学習者支

援プロジェクト」のご支援・ご協力のお願いについて

が届いています。 
 

第 943 回例会 12 月 9 日(金)  年次総会 クラブフォーラム（20 周年について） 場所：ホテルモリノ 

第 944 回例会 12 月 16 日(金)  クラブフォーラム（20 周年について） 場所：百合ヶ丘カントリー倶楽部 

【【【【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    

◆川崎南RC 

  平成23年12月20日（火）夜間例会 

点鐘：18時30分 

       場所：川崎日航ホテル 

  平成23年12月27日（火）休会 

平成24年 1月 3日（火）休会 

  平成24年 1月10日（火）➔12日（木）に変更 

    新春4クラブ合同例会 

   平成24年 1月31日（火）夜間移動例会 

       点鐘：18時30分 

       場所：横浜ロイヤルパークホテル 

    

◆川崎中RC 

  平成23年12月13日（火）夜間例会 

例会終了後 年忘れ家族会開催 

点鐘：17時30分 

       場所：グランドインターコンチネンタルホテル 

  平成23年12月27日（火）休会 

平成24年 1月 3日（火）休会 

  平成24年 1月24日（火）第2グループ合同親睦例会 

       点鐘：17時30分 

       場所：ホテルKSP 3階 

 

【【【【ロータリーロータリーロータリーロータリー情報情報情報情報】】】】    

 『『『『年次総会年次総会年次総会年次総会についてについてについてについて』』』』    

  クラブ年次総会の主な目的は、クラブ細則５条１節に 

  基づき、指名委員会(山下俊也直前会長)で指名した 

  碓井美枝子会長エレクト以下の次年度役員・理事の 

  候補者の選挙であります。 

  総会は例会中に行います。 

第 942 回 例会記録 平成 23 年 12 月 2日（金） S.A.A 委員長 梶 俊夫 



 

◆川崎中原RC                              

  平成23年12月15日（木）年末家族会            

点鐘：18時 

       場所：新横浜国際ホテル 南館 

  平成23年12月29日（木）休会 

平成24年 1月 5日（木）休会 

  平成24年 1月12日（木）新年例会 

       点鐘：12時30分 

       場所：ホテル精養軒 

 

◆川崎とどろきRC 

  平成23年12月12日（月）例会終了後 年忘れ家族会 

点鐘：17時30分 

       場所：ホテルモントル横浜 

  平成23年12月26日（月）休会 

平成24年 1月 2日（月）休会 

平成24年 1月 9日（月）休会 

  平成24年 1月23日（月）➔24日（金）に変更 

    第2グループ6RC合同例会 

       点鐘：17時30分 

       場所：ホテルKSP 3階 

 

2.2.2.2. 会報会報会報会報のののの受領受領受領受領 

  ・川崎マリーンRC      第877回〜第869回 

 

【【【【出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会】】】】                                                        鈴木眞一委員鈴木眞一委員鈴木眞一委員鈴木眞一委員    

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 942 回 21 15 6 - 71.43％ 

第 941 回 21 15 6 2 80.95％ 

第 940 回 21 16 5 2 85.71％ 

 

【【【【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 942回（件数）   合 計 

ニコニコ     15 件       ￥16,000 

 

●当クラブ 

◇山崎会長【いよいよ寒くなりました。身体をこわさな 

      いよう気をつけましょう】 

◇長瀬会員【さむいよ！】 

◇鈴木豊成幹事 ◇安藤優会員 ◇安藤則雄会員 

◇梅澤会員   ◇尾作均会員 ◇親松会員 

◇鈴木憲治会員 ◇鈴木眞一会員◇平澤会員 

◇森会員 

 

    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    

    

    

        ◇梅澤会員 

 

 

【【【【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    

    

    ◇梅澤会員【11 月妻の花束有難うございました】 

 

    

【【【【クラブクラブクラブクラブ社会奉仕委員長会議報告社会奉仕委員長会議報告社会奉仕委員長会議報告社会奉仕委員長会議報告】】】】                尾作尾作尾作尾作    均委員長均委員長均委員長均委員長    

   

 11 月 22 日（火）15:00～17:00 於：ソシア 21 

 

 ◇講 演：神奈川新聞社 阪本光章様より 

輝望輝望輝望輝望プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト｢｢｢｢被災地被災地被災地被災地のののの子供達子供達子供達子供達にににに修学旅行修学旅行修学旅行修学旅行をををを」」」」 

＊東日本大震災・復興支援企画として 3県(岩手・宮 

 城・福島)より小中学生を本県に招き修学旅行をプ 

 レゼントする企画への協賛金の協力依頼がありま 

 した。（企業/団体一口 10 万円、個人一口 5千円） 

 

 ◇グループ討議：「クラブ社会奉仕委員会の活動実績と 

          今後の予定について」 

 

各ガバナー補佐の進行で進められ、活動報告がありま 

した。 

  ・多摩川の統一美化清掃 

  ・多摩川花火大会への協力 

  ・水辺の教育 

  ・献血/区民祭りへの協力 

  ・青パトカーの寄贈 

 

＜感想＞ 

  ①各クラブとも地域のイベントへの協力が多い。 

  ②東日本震災で集めた義捐金の処理について 

   →上澤 Gより、社会奉仕活動に準じた使用を考 

    える方向である。 

  ③尾作 均案 

   「歯科ポータブルユニット」の購入 

    幸区に一台あり、女川町で活躍する。 

    （約 200 万円）    

【【【【四四四四つのテストつのテストつのテストつのテスト】】】】                                                        山下会員山下会員山下会員山下会員 

【【【【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    鈴木憲治鈴木憲治鈴木憲治鈴木憲治    

 

  第 942回（件数）   合 計 

Ｒ・財団     １件       ￥7,800 

  第 942回（件数）   合 計 

米山奨学     1 件       ￥10,000 


