
 

 

【点 鐘】             鈴木（眞）会長 

【例会場】         ホテルモリノ・新百合丘 

【ソング】              蓬田 SAA委員 

    国歌斉唱     「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】      鈴木（眞）会長 

    川崎ＲＣ  白井 勇 様 

    米山奨学生 牟 元剴 君 

【会長報告】             鈴木（眞）会長 

１．第 19回全日本ロータリークラブ親睦合唱祭へ参加

希望の案内 

ホストクラブ：名古屋地区ロータリークラブ合唱団 

開催日；平成 26年 6月 7日（土） 

会 場；愛知県芸術劇場カンサートホール 

２．禅寺丸柿祭りの案内―柿生商店街主催 

10月 29日 9：00～15；00 柿生駅前広場 

連絡先・あかもと本舗 

３．赤い羽根共同募金協力のお願い 

社会福祉法人・神奈川県共同募金会より 

４．第一回新百合芸術祭 2014実行委員会開催の案内 

５．地区大会チャリテイゴルフ大会 

西コースで志村会員が優勝しました、当クラブ

で 2人目です 

６．新川崎 RCより役員交代の案内 

会長エレクト鳥越憲氏から比嘉孝氏に交代 

【第4回理事役員会】         鈴木（眞）会長 

１．指名委員会発足の件 

委員長：碓井直前会長 

   委員：志村、鈴木（眞）、森（茂）、梅澤、梶、山下各委員 

日時：10 月 16日 
    

   

   

   

   

    

   

     

    

    

   

   

                    

               

 

２．震災寄付金の件 

現在１１０，０７４円麻生 BOX に保管されている寄付金を

「世界こども財団」に寄付、10 月１１日に卓話後、寄付を

する（山下社会奉仕委員長） 

【幹事報告】              森（茂）幹事 

１．例会変更 

○川崎とどろき RC 

  ①10/28 職場訪問。日比谷マッカサー記念室見学会 

  ②11/18 点鐘 14：00～社会法人セイワに於いて 

○川崎南ＲＣ 

  ①10/1日 移動例会 NTT 川崎支社訪問 

②10/15 日 休会 

③10/29 日 夜間移動例会 横浜中華街 満珍楼 

○ 新川崎 RC 

①10/9 日 １８：３０ 川崎「太陽軒」 

②10/16 日→10/19日 １１：１５点鐘 ラゾーナ 4F 

        南国酒家 

③10/30 日 休会 

２．会報着 

  ●新川崎 RC 第 906回 ～第 909（９/２５） 

【会員誕生日及び奥様誕生日の発表】   長瀬委員長 

 〇梅澤 馨会員 22.10.13 〇佐藤 忠博会員 14.10.28 

 〇尾作 弘夫人 芳子様 〇臼井 勉夫人 愛子様 

    

 

 

 

 

 

第 1026回 例会記録 平成 25 年 10月 ４日（金） S.A.A 委員長 蓬田 忠 

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

第 1027回例会 10月 11日（金）地区職業奉仕委員長卓話・ホテルモリノ 

第 1028回例会 10月 18日（金）10月 19日（土）地区大会振替日・ミューザ川崎シンフォニーホール 

第 1025回例会 10月 25日（金）国際奉仕委員長会議報告  美化清掃活動  ホテルモリノ 

［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：044-966-1300 0R 移動例会 

 

米山奨学生  
牟 元剴君 

 



【出席委員会】      佐々木委員長代行・梶 会員 
 

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第1026回 25 22 3 - 88％ 

第1025回 25 20 5 3 92％ 

第1024回 25 17 8 6 92％ 

  
【ニコニコ委員会】           雪井 委員長 
   

  第 2016回（件数）      合    計 

ニコニコ    18 件 ￥18,000 
    
●お客様 

◇川崎 RC白井勇様【いつもお世話になります。 

よろしくお願いします。 

地区でもよろしくお願いします】 

  ●当クラブ 

◇鈴木（眞）会長【川崎 RC白井様ようこそ】 

◇森 茂則幹事 

◇青戸会員◇臼井会員◇碓井会員◇梅沢会員 

◇大野会員【志村さんおめでとう】 

◇尾作均会員◇親松会員◇梶会員◇木村会員 

◇志村会員【伊勢神宮遷御の儀に参列しました】 

◇鈴木（昭）会員◇森（啓）会員 

◇山下会員◇雪井会員 

         以上、ご協力ありがとうございました。 

【ロータリー財団】           臼井 委員長 

  第 1026回（件数）     合    計 

Ｒ・財団    ２ 件   ￥20,000 

 ○梅澤 馨会員 

 ○雪井 洋子会員 

【米山記念奨学】            志村 委員長 

  第 1026回（件数）     合    計 

米山奨学    ６ 件    ￥60,000 

  ○志村会員【地区大会チャリテイーゴルフコンペにお

蔭様で優勝しました】  

  ○鈴木眞一会長【これからもご協力よろしくお願いし

ます】 

  ○鈴木豊成会員【志村会員、地区 RC コンペ優勝おめ

でとうございます】 

  ○梅澤会員 

  ○雪井会員 

  ○鈴木昭弘会員 

  
※10/18日（金）の例会は 10/19 日の地区大会に振替 

    本 会 議 ： 11；45登録開始 

    開催場所 ： ミューザ川崎シンフォニーホール 

   

【雑誌広報委員会】       鈴木昭弘 広報委員長 

〇10月は職業奉仕月間です 

 ロータリーの友の 7P～14Pまでよく読んでください。 

〇特集米山月間・学友座談会が掲載されています。 

〇2014 年国際大会都市シドニーが詳しく書いてあります。 

会員誕生月及び奥様誕生月の発表 
   
   

 

 

 

 

 

  

【クラブ社会奉仕委員長会議】      山下 委員長 

9月 27日(金)15:00～17:00メモワールプラザソシア

21にて、クラブ社会奉仕委員長会議が開催されました。

ガバナー、地区社会奉仕委員長の挨拶に続き、東日本

大震災復興支援活動の事例紹介がありました。特に、

約 30名の会員である横浜南央ロータリークラブの釜石

市の造船所支援には、クラブ一丸となって取り組んで

いる姿に感動しました。これからの支援は単にお金と

か物を贈るのではなく、人と人との「絆」を結ぶ交流

的な企画が一番いいのではないかと感じました。 

当クラブの社会奉仕活動の下記企画が理事・役員会で

承認されましたので、報告させていただきます。 

１ 美化清掃活動 

① 日時 10月 25日(金) 例会後 14:00～15:00 

② 場所  新百合ヶ丘駅周辺  

    3班に分かれ、エリアを決めて清掃します。 

③ 予算 ごみ袋・軍手他清掃用具 1万円以内 

２ 東日本大震災復興支援 

① 目的 「世界こども財団」の活動の中の東日本大

震災支援プログラムに寄付支援する。 

② 予算 「震災ボックス」現在約 116,000にニコニ

コ基金を合わせて合計 200,000円を寄付。 

③ 備考 次週例会にて活動内容等卓話を依頼して

寄贈する。 

【米山記念奨学委員長会議】 報告者 志村 委員長 

10月は、米山月間です。多くの会員よりご寄付を頂き

ました。変わらぬご支援を頂きますようお願いします。 

◆ 先日、9月 24日に地区大会記念チャリテイゴルフ 

大会優勝できました。コンペの準備をして頂いたクラ

ブ、メンバーの方々新ペリア方式のハンディ、会員の

皆様に感謝申し上げます。 

※（スコア 96、ハンデイ 25．2 ネット 70） 

◆来る 10月 14日私ども琴平神社例大祭で米山奨学生

の牟元凱君が「二胡」演奏、そして碓井会員のお孫様に

「浦安の舞」奉納があります。 

◆10月 2日伊勢神宮で行われた第 62回式年遷宮内宮の

「遷御の儀」に参列して参りました。皇族代表として

秋篠宮さま、安倍首相他が参列され 3,000人が参列す

るなか、内宮天照大神仕える天皇家の長女黒田清子さ

んが神宮祭主とし鷹司尚武大宮司ら神職天皇陛下の勅

使、計 150人程が奉仕し午後 8時から松明の火だけが

灯り雅楽が流れる闇のなか絹で覆われた「八咫鏡」がお

遷りになり午後 9時半頃「遷御の儀」が整いました。 
 
【四つのテスト】                 志村 会員 

【点鐘】                   鈴木 会長 

【会報委員会】           文責 佐藤 忠博 

 


