
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ［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 鐘】                 碓井会長 

 

【例会場】       百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F  

 

【ソング】             山下 SAA委員長 

 我等の生業 

 

【臨時理事・役員会報告】         碓井会長 

1, 新会員入会の件:サラシに対して異議申し立てが有っ

た件に付いて、異議申立者に再度説明する。 

2, FAX機器取り扱いについて:事務局が使用していた FAX  

機は本年度使用していないので処分する。 

3, 事務局の花井さんのご主人が亡くなられたので香典

を拠出した。 

4, 退会申出人 2人に再度確認したが、二人の意思が固い

ので退会を承認した。 

 

【会長報告】             碓井会長 

1, 第 5,6回アルテリオ寄席のご招待 

  新百合アルテリオ寄席 

10/6,11/3,12/1,1/5,2/2,3/2 

   川崎市アートセンター アルテリオ小劇場 

2, あさお区民まつりの開催案内 

  10月 14日 午前 10時～午後 4時まで 

3, 桐光学園高校野球部の甲子園大会出場に際しての支

援に対するお礼状とタオルが届いています。 

 

【幹事報告】                志村幹事 

1, 会報着  川崎マリーン RC 

2, 地区大会参加者 金、土どちらかにお願いします。 

3, 人頭分担金 1人\4,000-を次回徴収します。 

 

 

 

第 979回例会 9月 28日（金） クラブ職業奉仕委員長会議報告 

第 980回例会 10月 5日（金）  理事・役員会④ 会員卓話 

 

     

第 978回 例会記録 平成 24年 9月 21日（金） S.A.A 委員長 山下 俊也 

回 例会記録 平成 20年 5月 30日(金) S.A.A委員長 森 茂則 

【出席委員会】             鈴木眞一委員 

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 978回 21 13 8  61.91 

第 977回 21 14 7 2 76.19 

第 976回 21 18 3  85.71 

 

【ニコニコ委員会】             親松委員 

  第 978回（件数）   合 計 

ニコニコ    10 件       ￥10,000- 

●当クラブ 

◇碓井会長【入会者がようやく増えたと思ったら退会

者がでて複雑な気持ちです。】 

◇志村幹事【会長と同様】 

◇大野会員【私の弟の息子がフランスのトライアスロ

ン大会に22日土曜日参加インターネット配信テレビ

で見れます。よろしく 23 歳です。PC では土曜日 24

時にライブ放送します。デュアアスロンで検索して

ください。】 

◇親松会員【やっとマーチンの墓参りが出来ました。】 

◇梅澤会員◇鈴木憲治会員◇鈴木眞一会員◇長瀬会員

◇蓬田会員◇雪井会員 

以上、ご協力ありがとうございます。 

 

【親睦家族委員会】         大野委員長 

 

12月のクリスマス会のイベントアイデアを 1人ひとつの

提案をしてください。 

 

 



 

【クラブ社会奉仕委員長会議報告】 佐藤社会奉仕委員長 
 
クラブ社会奉仕委員会報告        
平成 24年 9月 2１日 
日時；24年 9月 14日（金）15：00～ 
場所；メモアールプラザソシア２１ ４階「ザ・ウィング」 
司会；地区副幹事 高橋 更一 
 
露木ガバナーの挨拶で始まり、寺尾地区社会奉仕委員長か
らクラブ社会奉仕活動の全般に亘り説明と報告が有りま
した。 
 
地区補助金について、三神地区人道的補助金委員長から補
助金申請の仕方及び補助金並びにプロジェツトについて
説明が有りました。 
６月中にクラブの方針を決めていただき、７月中に地区協
議会に申請を出してください。 
８月上旬に本審査を行います。 
今までは、送金受領後、活動をしましたが、今は、指定用
紙に基づき規定どおりに報告書をつくり、領収書は原本を
添えなければならない。 
この地区補助金を利用するには、会長エレクトが中心にな
り次年度社会奉仕委員長及び R 財団とクラブ奉仕委員長
を交え年度内に申請を行うようにしてください。 
上記のように手続きを早めにとらないと実施は無理であ
る。 
 
それから「東日本震災について」川野パストガバナーから
報告ありました。 
２，６５０万円の寄付金寄せられました。そのうち３１０
万円が震災の義捐金及び教育的な奨学金として使われま
した。残金２，３４０万円については、親のいない子供月
一人当たり５万円を継続的に教育奨学金として支給した
いとのこと。 
 
休憩後、グループにわかれ 各クラブの社会奉仕活動計画
について討論が行われました。 
 
 
【米山記念奨学員会】   鈴木憲治米山記念奨学委員長 
第４回中国学友会総会（in 上海）延期のお知らせです。 
【重要】中国学友会総会（10月 27日） 延期のお知らせ  
鈴木 憲治 様  
 
平素より大変お世話になります。 ロータリー米山記念奨
学会です。  
 
「ハイライトよねやま」や当会ホームページなどでお知ら
せしておりました通り、  
2012年 10月 27日、上海で中国学友会総会が開催される
予定でしたが、  
昨今の国際情勢の悪化に伴い、開催延期の提案が中国学友
会から出されました。  
同学友会としても参加者の安全を最優先に考えた苦渋の
決断であるとのことで、  
諸般の状況を熟慮の上、延期することが決定されました。  
 
すでにお申し込みいただいた方々には、学友会から直接お
詫びのご連絡を  
させて頂くとのことですが、多大なご迷惑をお掛けするこ
とになり、  
誠に申し訳ございません。何卒ご理解賜りますよう、お願
い申し上げます。  
 
なお、中国米山学友会会長・張豪氏からお詫びのメッセー 

ジが届いております。  
 
＜中国米山学友会 2012年総会延期のお知らせ＞  
 
尊敬するロータリアンの皆様  
 
中国米山学友会では、2012年度の総会開催に向けて、  
かねてより皆さまのご参加を呼び掛けており、9月 30日
の締め切りを前に、  
すでに申し込みいただいた方々もいらっしゃいました。  
 
しかしながら、最近の中国における情勢を鑑みますと、来
月の総会までに  
事態が収束するかどうかの目処が全く立たない状況とな
っております。  
 
姫 軍・張晋岩ら歴代会長とも協議した結果、ロータリア
ンの皆様は無論のこと、  
学友たちの身の安全を第一に考え、10月 27日に開催予定
の学友会総会を、  
やむを得ず、延期することに致しました。  
 
すでにお申し込みいただいたロータリアンの皆様には、  
キャンセルの手続き等、大変なご迷惑をお掛けすることに
なり、  
誠に申し訳なく、重々お詫び申し上げます。  
われわれとしても苦渋の決断であることをご賢察のうえ、  
なにとぞご理解いただければ幸いでございます。  
 
今回の総会は、中止ではなく延期と考えており、時期につ
いては年末の時点で、  
状況を見守りながら決めたいと思います。目処としては、  
情勢が落ち着くであろう、来年の 3月を考えております。  
日程が決まりましたら、皆様には改めて、ご案内申し上げ
ます。  
 
われわれ中国の米山学友は、日中の恒久的な平和推進に大
きく貢献して参る所存です。  
今後も、この原点をしっかりと念頭に置いて奮闘していき
たいと思っております。  
どうか引き続き、ご指導・ご鞭撻のほど、宜しくお願い申
し上げます。  
敬具  
 
2012年 9月 19日  
中国米山学友会  
2012年度会長 張 豪  
 

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会  

事務局長 坂下博康  

広報担当 野津・峯  

問い合わせメール： highlight@rotary-yoneyama.or.jp  

米山記念奨学会ホームページ
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/ 
 
【その他】 
 大野会員より:「クラブ会報を毎回閲覧していますか!! 
 会報をペーパー印刷に戻しても良いのではないでしょ
うか。カラーは費用負担があるので、白黒コピーでもよ
いのでは!!」 

 
【四つのテスト】             山下会員 
【点鐘】                  碓井会長 
【会報委員会】            文責 長瀬敏之 

mailto:highlight@rotary-yoneyama.or.jp
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/

