
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ［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 SAASAASAASAA 委員委員委員委員    

    それでこそロータリー 

【【【【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    

○白井 勇様（川崎 RC） 

○野島 敏昭様（川崎百合丘 RC） 

○ミアン（米山奨学生） 

 

【【【【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. 訃報のお知らせ 
  パストガバナー（1984-85 年度）津田 進氏（川崎北 RC）が

12 月 3 日にご逝去されました。 
 通 夜 ：12 月 10 日（土） 午後 6 時～ 
 告別式：12 月 11 日（日） 午前 10 時～11 時 
 式 場 ：かわさき北部斎苑 

2. 2010-11 年度「一般社団法人ロータリーの友事務所」決算

概要の件が届いています。 
元元元元国際親善奨学国際親善奨学国際親善奨学国際親善奨学生生生生浦野浦野浦野浦野さんのさんのさんのさんのホストクラブホストクラブホストクラブホストクラブからのからのからのからの寄付寄付寄付寄付    

【【【【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.文書着文書着文書着文書着    

◆川崎大師RC 

  平成23年12月21日（水）夜間移動例会 

      年忘れ家族会 

点鐘：18時 

       場所：ホテルインターコンチネンタル東京ベイ 

  平成23年12月28日（水）休会 

    

◆川崎中央RC 

  平成23年12月19日（月）➔22日（木）に変更 

夜間移動例会 クリスマス家族会 

点鐘：18時 

       場所：川崎駅ビルBEカメリアホール 

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

第 945 回例会 12 月 22 日(木)  クリスマス家族会 場所：エル・フラメンコ（新宿 伊勢丹会館） 

  平成23年12月26日（月）休会 

◆川崎多摩RC 

  平成23年12月15日（木）年忘れ家族会 

点鐘：18時 

       場所：柏谷 

  平成23年12月29日（木）休会 

平成24年 1月 5日（木）休会 

 

◆横浜あざみRC 

  平成23年12月21日（水）➔20日（火）に変更 

夜間移動例会 クリスマス家族会 

  平成23年12月28日（水）休会 

平成24年 1月 4日（水）休会 

【【【【奨学金奨学金奨学金奨学金】】】】米山奨学生ミアンへ奨学金の授与   山崎会長山崎会長山崎会長山崎会長    

 

【【【【元国際親善奨学生元国際親善奨学生元国際親善奨学生元国際親善奨学生からのからのからのからの便便便便りりりり】】】】                        佐藤佐藤佐藤佐藤会員会員会員会員 

イギリス RC より震災寄付金の申し出がありました。 

佐藤さん、 

寒さも本格的になってまいりましたが、お変わりありませんか。 

9月の復興支援コンサートの際には、わざわざ足をお運びいただき

ありがとうございました。さて先日イギリスでのカウンセラー、デ

レックさんよりお電話いただき、ビショップ・オークランドRCで

震災寄付金を募って下さったとのことで、川崎麻生RCにお送りし

たいとのことです（額としては300ポンドくらいのようです）。先

だって事務の今林様にご相談したところ、快く受け入れてくださる

とのことでしたが、先方が出来れば小切手で送りたがっているの

で、その場合の手数料や、銀行振り込みの方が色々な面で便利なの

ではないかということなど、今度の例会で話題にしていただくこと

になるのではないかと思います。 

私としましても全く予期せぬお申し出に感激すると共に、川崎麻生

の皆様には余計なお手数おかけしてしまいますが、出来れば領収書

に代えて何かクラブからのメッセージのようなもの（私が英語に直

しますので）があれば、あちらの皆さんも大変喜んで下さるのでは

ないかと思います。佐藤さんからも一言お口添えいただければ幸い

です。 

毎回色々とお願いするばかりで申し訳ございません。忙しい年末年

始の時期、お風邪などひかれませんようご自愛ください。 

またお便りいたします。              浦野 郁 
 

第 943 回 例会記録 平成 23 年 12 月 9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】】】】                                                        尾作弘尾作弘尾作弘尾作弘委員委員委員委員長長長長    

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 943 回 21 17 4 - 80.95％ 

第 942 回 21 15 6 1 76.19％ 

第 941 回 21 15 6 2 80.95％ 

 

【【【【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 943回（件数）   合 計 

ニコニコ     14 件       ￥14,000 

お客様 

◇白井 勇様（川崎 RC）【いつもお世話になります 

宜しくお願いします】 

◇野島 敏昭様（川崎百合丘 RC）【お世話になります。】 

●当クラブ 

◇山崎会長【野島様ようこそおこし下さいました】 

◇安藤優会員【会長さん昨日は有難うございました】 

◇親松会員【待望の男の子が生まれました。】 

◇コメント無し◇安藤則雄会員◇碓井会員◇梅澤会員

◇尾作弘会員◇志村会員◇鈴木憲治会員◇鈴木眞一会員

◇平澤会員◇森会員の皆さまよりありました。 

    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    

 ◇山崎会員 

 

【【【【年次総会年次総会年次総会年次総会】】】】                                                        山崎会長山崎会長山崎会長山崎会長 

  川崎麻生ロータリークラブ定款による年次総会開催の 

宣言 会員数 21 名 委任状 4名 出席者 17 名 

次年度役員理事次年度役員理事次年度役員理事次年度役員理事のののの選出選出選出選出                        梅澤梅澤梅澤梅澤副選考委員長副選考委員長副選考委員長副選考委員長    

  ●役 員 

会長 碓井 美枝子     副会長 尾作 弘 

会長エレクト 鈴木 眞一  幹事 志村 幸男 

副幹事 森 茂則      会計 安藤 優 

会場監督 山下 俊也 

●理 事 

職業奉仕委員長 親松 明 

社会奉仕委員長 佐藤 忠博 

国際奉仕委員長 鈴木 憲治 

新世代奉仕委員長 梅澤 馨 

直前会長 山崎 弘子 

直前幹事 鈴木 豊成 

   出席者全員の異議がない事を確認し、山崎会長より任

命いたした。 

次年度役員次年度役員次年度役員次年度役員・・・・理事理事理事理事のののの面面面面々々々々    

次年度会長次年度会長次年度会長次年度会長のののの挨拶挨拶挨拶挨拶                                碓井碓井碓井碓井会長会長会長会長エレクエレクエレクエレクトトトト    

 次年度、会長を仰せつかりました碓井でございます。 

 不安でいっぱいでございますが、次年度役員をはじめ 

会員の皆さまのご協力をいただきながら、１年間役員を務

めてまいりますので宜しくお願い致します。 

 
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 20th20th20th20th 実行委員会報告実行委員会報告実行委員会報告実行委員会報告    

                                                                安藤優安藤優安藤優安藤優 20th20th20th20th 実行委員長実行委員長実行委員長実行委員長    

    

  第 943回（件数）   合 計 

Ｒ・財団     1 件       ￥7,800 



    

＜＜＜＜１２１２１２１２月月月月３３３３日日日日にににに開催開催開催開催されたされたされたされた米山奨学生米山奨学生米山奨学生米山奨学生・・・・学友年末学友年末学友年末学友年末パーティーパーティーパーティーパーティー＞＞＞＞    

    

    

    

    

    

    

  サプライズプログラムで 8 ヶ国の奨学生・学友の男

女が和服を着て皆さんに披露しました。 

 初めての企画で、本人たちは喜んでいました。 

                                   鈴木憲治 

    

【【【【四四四四つのテストつのテストつのテストつのテスト】】】】                                                        大野大野大野大野会員会員会員会員    

【【【【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    長瀬長瀬長瀬長瀬    


