
 

 

【点 鐘】                鈴木(眞)会長 

 

【例会場】               ホテルモリノ 

 

【ソング】              碓井美枝子 SAA 

  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 

 <ゲスト> 

  米山記念奨学生 牟元剴君 

   中国出身・男性・昭和音楽大学音楽研究科に在籍 

 ※米山奨学金の授与 

【今月の誕生日】 

 ・会員令夫人 

  木村 友美子様 

  梶  昭子様 ※梶会員が挨拶 

 

【会長報告】             鈴木(眞)会長 

 ◆第６回理事・役員会報告 

① ポリオ撲滅募金への寄付 

   特別会計より5,000円×25＝75,000を送金 

② 桐光学園サッカー部全国大会出場祝い金について 

特別会計より30,000円を贈呈 

③ クリスマス家族会  

 計画書配布 

 ④ 創立記念例会及び奥様感謝デー 

    奥様の参加70％以下の場合中止 

 ⑤ 2016-17年度ガバナー候補者推薦の件 

 ⑥ 2014-15年度地区委員候補者推薦の件 

 ⑦ 預金通帳２冊発見 ＊解約手続き会長一任 

 ⑧ 新百合ヶ丘総合病院との提携 

 ⑨ 比国台風被害義援金の件 ＊特別会計より25,000円 

 ⑩ 次年度計画スケジュールについて 鈴木憲治会員より 

 

 

 

 

 
    
 

 

   

◆会長報告 

<訃報>川崎百合丘ＲＣ元会員岡村 進氏 令夫人逝去 

    通夜・告別式：１２月８日 ９日 春秋苑にて 

    鈴木(憲)副会長が出席 

【幹事報告】               森(茂)幹事 

１.あざみＲＣ事務局移転と例会場の名称変更のお知らせ  

   横浜市青葉区荏田町 3-12-6石川ペットクリニック内 

   例会場：東急あざみ野ゴルフガーデン 

２.会報着 

  ・新川崎ＲＣ №910～№916 

  ・川崎中原ＲＣ №1231～№1242 

 ・川崎北ＲＣ №2594～№2606 

３.例会/例会変更 

  ①川崎中原ＲＣ 

   ・12月～1月の例会一覧 

  ②川崎北ＲＣ 

   ・11/18 年忘れ家族会 ・12/25,1/1休会 

  ・1/8 新年例会 ・1/29⇒1/27 第２Ｇ合同親睦例会 

  ③川崎幸ＲＣ 

  ・12/18 年忘れ家族会 ・12/27,1/3休会 

  ・1/10⇒1/8 新川崎ＲＣと合同例会 

  ④川崎多摩ＲＣ 

  ・12/19 Xmas家族会 ・12/26,1/2休会 

  ⑤川崎百合丘ＲＣ 

  ・12/17年末家族会 ・12/31休会 

  ・1/7移動新年例会 

  

 

 

 

 

 

第 1035回 例会記録 平成 25年 12月 6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 1036回例会 12月 13日（金）招聘卓話 遠藤光男様 （川崎稲生 RC 名誉会員） 

第 1037回例会 12月 20日（金）クリスマス家族会 

第 1038回例会１月 10日（金） 理事役員会・新年例会  

［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 



 ⑥川崎大師ＲＣ 

  ・12/18⇒19 年忘れ家族会 ・12/25,1/1休会 

  ・1/8 新春４クラブ合同例会 

 ⑦川崎中央ＲＣ 

  ・12/16 Xmas家族会 ・12/23,12/30休会 

 ⑧横浜あざみＲＣ 

  ・12/18合同 Xmas会 ・12/25移動例会 ・1/1休会 

 ⑨川崎西ＲＣ ・1/3休会 

 ⑩川崎高津南ＲＣ ・12/16年末家族会 12/30休会 

【出席委員会】              佐々木委員長 

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 1035回 25 17 8 -   68％ 

第 1034回 25 17 8 1 72％ 

第 1033回 25 17 8 2 76％ 

 

【ニコニコ委員会】            雪井委員長 

  第 1035回（件数）      合    計 

ニコニコ    12件 ￥12,000 

  ●当クラブ 

 ◇梶俊夫【川崎西税務署関係６団体記念の夕べお疲れ様】 

 ◇鈴木憲治【今年もあとわずかとなりました】 

 ※以下文章なし 

◇鈴木眞一会長◇臼井会員◇大野会員◇親松会員 

◇佐々木会員◇鈴木昭弘会員◇鈴木豊成会員 

◇雪井会員◇長瀬会員◇森啓伊会員 

                以上、ご協力ありがとうございます。 
    

【米山記念奨学】              志村委員長 

  第 1035回（件数）     合    計 

米山奨学    ６件    ￥70,000 

 ○志村会員 「師走になりました。皆様かぜなどひかな 

いように」 

 ○鈴木(憲)会員 ○鈴木(豊)会員 ○臼井会員 

 ○佐々木会員  ○蓬田会員 
    

【ロータリー財団】            臼井委員長 

  第 1035回（件数）     合    計 

R ・ 財団    3件    ￥30,000- 

 ○鈴木(昭)会員 ○鈴木(憲)会員 ○鈴木(豊)会員 

 

【プログラム委員会】         大野委員長 

・12月 13日 招聘卓話 遠藤光男様(稲生 RC)名誉会員 

・12月 20日 Xmas家族会 

・1月 10日 新年例会(於：とん鈴)18:00点鐘 

【親睦委員会】             長瀬委員長 
    

   ・Xmas家族会 大勢の参加をお願いします。 

        プレゼントの用意をして下さい。 

        会長幹事、各委員長特別にプレゼントを 

        お願いします。 

 

   会費 会員 15,000円、家族 10,000円、 

      小中生 3,500円 

   ＊牟君の演奏をお楽しみください 

  ・2月 21日創立記念例会を企画する。 

        奥様の参加が 70％以下の場合は別企画 
 
【年次総会】             鈴木眞一会長 
    

 会員 25名：出席者 17名、委任状 8名で総会は成立 

 碓井指名委員長より、次年度理事役員の選挙を行い 

 全員の賛成を受け原案通り可決いたしました。 

 次年度よろしくお願いします。 
 
【次年度に向けて】        鈴木憲治研修担当 
  

資料配布 梅澤年度スタート迄の諸計画スケジュール 

      を発表 

 ※詳細は後日する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【点鐘】                 鈴木(眞)会長 

【会報委員会】            文責 鈴木憲治  


