
 

 

【点 鐘】                 碓井会長 

 

【例会場】               ホテルモリノ 

 

【ソング】               長瀬 SAA委員 

  国歌「君が代」 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

 

【ゲスト・ビジター紹介】          碓井会長 

  川崎百合丘 RC 結城 光雄様 

   

【会員誕生日】          大野親睦家族委員長 

 ○碓井美枝子会長 (4.4) 

  一言：昨日は、知り合いの人たちに誕生会をして頂き 

ました。健康が何よりも大切かと感じました。これ 

からは健康に留意し長生きをするように努めます。  

○ 尾作弘会員(4.17) 

 一言；私も７１歳になりました。あと１０年元気でロ 

ータリー活動に励み元気でいるように務めます 

【会員夫人誕生日】 

 佐藤成子様(4.13)(佐藤忠博夫人) 

  親松枝美子様(4.23)(親松明夫人) 

【結婚記念日】 

 親松 明ご夫婦（4/10） 

 蓬田 忠ご夫婦（4/1） 

 

【会長報告】                碓井会長 

① 神奈川RCより卓話の案内 

４/１日（月）１２；３０点鐘 

ホテルキャメロトジャパン 「RIの現状と方向性」 

② ガバナー事務所 

「ロータリー検定問題集」￥５００＋送料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ロータリークラブを知っていますか」￥５０＋送料 

③ ロータリー米山奨学会 

山下次期カウンセラー宛に委嘱状が届きました 

④ 木村会員より 

４月から当分の間、海外で過ごしましので、メークア

ップしますとのメセージが届きました。 

⑤ 新百合ヶ丘芸術祭講演の招待が届きました。 

⑥ 大船渡 RCから「鎮魂愛の鐘」の完成報告と感謝状が 

届きました。 

⑦ 川崎 RCより卓話の案内 

「日本酒の味わい方」日本酒学講師 野中宣義氏 

 

【理事役員会】   

① ネームプレートの件→継続審議 

② 新入会員の件→蓬田会員紹介・青戸慶太様承認 

③ 次期会長方針 

 

【幹事報告】              志村幹事 

１．川崎中原 RC－例会変更 

4/11（木）１２：３０移動例会 ガーデンテラス日吉 

4/25（木）１２：３０移動例会 ガーデンテラス日吉 

5/2 （木）⇒休会 

5/23（木）１２：３０移動例会 ガーデンテラス日吉 

２．新川崎 RC⇒休会 

３．高津 RC－例会変更 

5/2 （木）１２：３０ 

5/9 （木）移動例会 生田緑地 岡本太郎記念館   

5/16（木）を 5/18（土）9:00～移動例会 溝口駅献血 

5/30（木）9:00～県立高津養護学校 慰問 

４．川崎西 RC及び川崎稲生 RC⇒例会変更 

5/3 （金）祝日・休会 

５．新川崎 RCから会報が届きました。 

 

 

 

 

 

 

 

第 1002回 例会記録 平成 25年 4月 5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 

第 1003回例会 4月 12日（金）ロータリー情報   社会奉仕委員会 環境美化ポスター撤去 

第 1004回例会 4月 19日（金）  

第 1005回例会 4月 26日（金）会員卓話 

 

［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 

［例会日］第 5金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300or移動例会 



【出席委員会】               梶 委員長 

例会数 会員 出席 欠席 メー

ク 

出席率 

第 1002回 23 20 3 -   86.95 ％ 

第 1001回 23  18  5 3 91.30％ 

第 1000回 23 22 1 1 100.0％ 

 

【ニコニコ委員会】             蓬田委員長 

  第 1002 回（件

数） 

     合    計 

ニコニコ    18件 ￥18,000 

 

お客様 

 ●川崎百合丘 RC 結城光雄様 

 ◇梶様３５周年記念例会お世話になります 

  ●当クラブ 

◇碓井会長【桜が長く咲き楽しめました。】 

◇志村幹事【会長幹事も後３ケ月になりま、引き続きご

協力をお願いします。】 

◇臼井会員【竹の子がでてきました。】 

◇梅澤会員【小学校の入学式に参加しました。】 

◇大野会員【来週月曜日に（８日）三輪小学校に孫が

入学します。】 

◇尾作弘会員 

◇尾作匀会員 

◇親松会員【竹の子有り難う。】 

◇佐々木会員 

◇鈴木昭弘会員 

◇鈴木憲治会員【花粉症がやっと治りそうです。桜まつ

りが残念ですがそろそろ終わります】 

◇鈴木眞一会員 

◇長瀬会員【あたたかくなりました。】 

◇花輪会員【あたたかくなりました。】 

◇林常雄会員【入社式も無事終わりました。】 

◇山下会員【息子が一人住まいを始めました、東京スカ

イツリーから４００ｍの所です。私もすみたいなー】 

◇雪井会員 

◇蓬田会員 

    以上、ご協力ありがとうございます。 

 

【ロータリー財団】          鈴木（憲）委員 

  第 1002回（件数）     合    計 

R・財団   １件   ￥９，４００ 

 ◇梅沢会員  

 

【米山記念奨学】            鈴木憲治委員長 

  第 1002回（件数）     合    計 

米山奨学    ６件  ￥６０，０００ 

◇碓井会長【会長を引き受けまして９ケ月になりました、

これも会員の方のご協力のお蔭と感謝します】 

◇志村幹事【花粉症もだいぶ治まって参りました。】 

◇鈴木憲治会員【ミアンさんが、学位が取れ無事帰国し

ました、国で母校の副学科長に就任しました】 

◇梅澤会員【はるひ野小学校の入学式に参加しました。

１９４人の入学です、びっくり！！】 

◇佐々木範行会員 

◇鈴木昭弘会員【巷は新年度ですね】 

 

【雑誌・広報委員会】       鈴木（憲）会員 

●Governor’s MONTHLY LETTERに新会員一泊研修セミナ 

ーを終えてに出席された、雪井会員・鈴木（昭）会員 

木村会員の写真が掲載されています。 

●ロータリーの友より 

  下記のページを特に読んでください。 

12P,OPERATIONPOLIO 

20P、田中作次 RI会長 INJAPAN 

2P,日本人の心と復興 

7P,ひとつのことにしがみつかない 

 

地区協議会に出席して（2013/03/24） 

●会長部門        次年度会長 鈴木眞一 

１．挨拶とサブリーダーの紹介  露木雄二ガバナー 

２．RI会長のテーマと地区方針 市川緋佐麿ガバナーE 

３．クラブ会長の心得     西原孝和サブリーダー 

４．地区予算とクラブ方針   山田哲夫サブリーダー 

５．強いクラブ、魅力的なクラブの作り方 露木ガバナー 

 

●国際奉仕部門    次年度国際奉仕委員長 尾作弘 

１．挨拶         野坂氏 

２．ロータリー検定問題 

３．地区の国際奉仕活動の現状と問題 金子サブリーダー 

４．国際奉仕のクラブでの実例    横田サブリーダー 

５.国際奉仕とロータリー青少年交換について 

                 片寄サブリーダー 

 

●社会奉仕井部門  次年度社会奉仕委員長 山下俊也 

 Rの社会奉仕とは、ロータリアン一人々の個人・事業・

社会生活に奉仕の理想を適用することを奨励育成するこ

とである、社会奉仕はロータリアンが超我の奉仕を実証す

る機会であり地域に住む人々の生活の質を高め公共のた

めに奉仕することは社会的責務である。 

 

【四つのテスト】           鈴木（昭）会員 

【点鐘】                  碓井会長 

【会報委員会】          文責 佐藤忠博 
 


