
 
 

第 1057 回 例会記録 平成 26 年６月６ 日（金） S.A.A 委員長 蓬田 忠
    

【点 鐘】 鈴木（眞）会長 

【例会場】  ホテルモリノ ８Ｆ 

【ソング】  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】 鈴木（眞）会長 

 第３グループガバナー補佐       片寄 優子 様 

    次年度第３グループガバナー補佐  中村 憲一 様 

     横浜南ロータリークラブ         蒲 隆夫   様 

    横浜南ロータリークラブ         川崎 智晴 様 

   川崎百合丘ロータリークラブ      野島 敏昭 様 

   本日入会者                宇津木茂夫様 
    

   

新旧ガバナー補佐にご挨拶いただきました 

【入会式】                      鈴木（眞）会長 
    

     

【会長報告】                      鈴木（眞）会長 

 ◆理事役員会報告 

 １．タイ北部への子供たちの支援の件 

  一人１，０００円×人数分をクラブ基金より24,000円 

 ２．ベトナム フエ大学への教材寄付第3回目の件 

 鈴木憲治会員が6月7日～10日にベトナムへ持参 

 ３．5月30日夜間移動例会収支の件 

    アサオガーデンオーナー渡邊辰夫氏より差し入れを 

   頂きました。 

 ４．会長幹事お疲れ様会の予算が出ました。 

 ◆会長報告 

 １．麻生養護学校後援会より平成26年度総会の報告 

 ２．“社会を明るくする運動”麻生区推進委員会開催のお知らせ 

    ６月18日㈬ 14：00～15：00 麻生区役所4階会議室 

 ３．麻生少年野球連盟へ川崎麻生ＲＣより金一封と 

 グランドレーキを寄付します。 

 

 【幹事報告】                      森茂則幹事 

例会変更 例会案内 

 ○横浜あざみＲＣ 

   6月25日㈪最終例会 点鐘18：30 和料理『さくら』 

 ○横浜東ＲＣ 

   6月17日㈫1000回記念例会 点鐘18：30 

   ﾎﾃﾙｷｬﾒﾛｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 

会報着 

 ○川崎とどろきＲＣ 第746回（4/21）～第748回(5/19) 

 ○川崎中ＲＣ 第2016回（4/22）～第2017回（5/13）
    

入会者    宇津木 茂夫様 

紹介者                       鈴木（眞）会長 
    

     第 1058 回例会６月２０日（金）招聘卓話（元読売巨人軍 杉山直輝氏） 

第 1059 回例会６月２２日（日）～２３日（月）会長幹事ご苦労様会 箱根南風荘 

第 1060 回例会６月２７日（金）２０１３～２０１４年度最終例会 

    
［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 



【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 1057 回 24 21 3 - 87.5％ 

第 1056 回 24 19 5 1 83.3％ 

第 1055 回 24 19 5 2 87.5％ 

   
【ニコニコ委員会】 雪井 委員長 

 第 1034 回（件数） 合 計 

ニ コ ニ コ 23件 ￥42,000 

●お客様  ◇川崎稲生ＲＣ ガバナー補佐片寄優子様  

【本年度は絶大なる応援をいただき、心から感謝いたしており

ます。本日は次年度第3グループガバナー補佐 中村憲一さん

と表敬訪問をさせていただきました。】 

◇川崎西ＲＣ 次年度ガバナー補佐中村憲一様 

【次年度ガバナー補佐をつとめますこととなりました。一生懸命

努めます。どうぞよろしくお願い致します。】 

◇横浜南ＲＣ 蒲隆夫様 【世話になります。鈴木憲治さんには

地区委員長として卓話をいただきました。感謝申し上げます。

】◇横浜南ＲＣ 川崎智晴様 【鈴木憲治様卓話ありがとうござ

いました。】◇川崎百合丘ＲＣ 野島敏昭様 【お世話になりま

す。】 

●当クラブ ◇鈴木眞一会長【片寄ガバナー補佐、中村次年

度ガバナー補佐、蒲様、川崎様、野島様ようこそ。宇津木様ご

入会おめでとうございます】◇碓井会員【先日の夜会には誕生

日の高いケーキを有難うございました】◇大野会員【片寄ガバ

ナー補佐、お疲れ様。次年度中村様よろしく。】◇親松会員【

先日は当日誕生日ありがとうございました。】◇梶会員【先日は

納豆お買い上げいただきありがとうございました。】◇鈴木昭

弘会員【宇津木様、入会おめでとうございます。】◇鈴木憲治

会員【片寄ガバナー補佐、大変お疲れ様でした。】◇山下会

員【片寄ガバナー補佐、お疲れ様でした。】◇森茂則幹事◇

臼井会員◇梅澤会員◇尾作均会員◇君塚会員◇佐々木会

員◇◇鈴木豊成会員◇長瀬会員◇花輪会員◇森啓伊会員 

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 1057 回（件数） 合 計 

Ｒ財団 

  

３件 ￥30,600 

  ◇梅澤会員【中村次年度ガバナー補佐、次年度よろしくお願い

します。】 

◇鈴木昭弘会員【宇津木様の入会を祝します。】 

  ◇鈴木豊成会員 

【米山記念奨学】 志村 委員長 

 第 1057 回（件数） 合 計 

米山奨学 ３件 ￥30,000 

 ◇鈴木憲治会員【沢山のお客様に敬意を表して。】 

 ◇梅澤会員【片寄ガバナー補佐、お疲れ様でした。】 

 ◇鈴木豊成会員【宇津木さんの入会を祝して。】 

【一年を振り返って】        鈴木（眞）会長 

今年度は『魅力あるクラブづくりと会員増強』を会長方針に掲げ

ました。その施策『4つのわ』（話、和、環、吾）に対する結果はど

うだったか？振り返ってみたいと思います。   

①話
わ

（炉辺＝委員会や５人組＝日常の会話） 

■皆様のご協力により、例会での会員同士の会話や笑い声が 

増え、明るい雰囲気になったように感じますがいかがでしょう 

か？ 

■そして森幹事による体操も何回かあり、和やかな例会も増え 

ました。『目を閉じて片足で何分立っていられるか？』それ以 

降、靴下は座って履かないで、立って履くとか、日常で出来る 

ことを取り入れるようになりました。森幹事ありがとうございました。 

■雪井ニコニコ委員長のコメントの読み方に気持ちがこもって 

いて、明るい雰囲気となりました。 

②和
わ

（和気あいあいとした雰囲気づくり＝親睦家族、毎回出席 

したくなるプログラム） 

■例会中は会員同士に上下はないとの考えで、お互いを 

『さん』で呼ぶこととしました。 

■佐々木出席委員長は例会当日に、次回例会の出欠を確認 

する方法で出席率を上げました。 

そして 正確な出席人数の把握により経費の削減。特に弁当 

のムダをなくしました。 

■大野プログラム委員長は今年度の目玉として地区委員長の 

卓話を組み入れました。 

有意義なお話もたくさん聞けました。 

■納涼会では片寄ガバナー補佐をはじめ大勢のお客様がお 

見えになり総勢５４名で盛大におこなわれました。 

この時、私のヴォーカルの先生をご招待したところ、１０月から 

米山奨学生 牟君の授業を担当することが分かり親睦を深めら 

れました。 

■家族クリスマス会では牟君の二胡とピアノで盛り上げてくれま 

した。 

長瀬親睦委員長そして親睦委員の方 ありがとうございました。 

■青戸会員、森啓伊会員は例会場に３０分前には入り、親睦の 

襷を掛け、お客様の対応をしてくれました。 

③環
わ

（外部から見えるロータリー活動） 

■『ロータリーって何やっているの？』広報のひとつとしてタウ 

ンニュース誌への掲載がありました。 

■山下社会奉仕委員長により 

・東日本大震災で被害を受けた子供達の身体と心のケアを 

している 世界こども財団への寄付。 

・新百合ケ丘駅周辺の清掃活動。 

・麻生川桜並木の清掃活動 

後に一般の方から「掃除やってましたね」という声を多く耳に 

しました。 

■花輪青少年奉仕委員長により 

６月麻生区少年野球連盟に金一封とグランドレーキ（親松会 

員寄付）を贈ります。 

それぞれ広報が出来て良かったと思います。 



■６月は、鈴木憲治会員による、第３回目のベトナム・フエ大 

学へ教材の寄付を予定しています。 

④吾
わ

（基本に戻る＝会員の幸福＝家族の幸福＝企業の繁栄 

＝クラブの活性化） 

■ガバナー補佐を先送りにしたことはクラブの現状を考えると 

いたしかたないことと思います。その代わりに次年度は交換留 

学生を受け入れることとなりました。 

その他 

■米山奨学生 牟君の卒業式が昭和音楽大学のテアトロジー 

リオで行われ、カウンセラーの山下会員と行って来ました。 

牟君のお母さんも来日されました。 

驚いたのは牟君の学長賞の受賞です。音楽劇『ならの木』も好 

評でしたし、牟君は頑張ったのだなとつくづく感じました。 

特に山下カウンセラーはいつも牟君を見守ってくれました。 

牟君には将来、日中の架け橋になって欲しいと思います。 

■3月 鈴木豊成職業奉仕委員長の企画により職場訪問が実施 

されました。 

職場訪問は有意義なものでした。 

反省点は、この時 私のミスにより ホテルモリノさんに『会場が変 

わる』旨を連絡しなかったため迷惑をかけてしまいまた。 

■新会員のみなさまにも委員長や委員をやってもらいました 

が、それぞれ責任をもって活動していただきました。 

■事務局花井さんからは、細かいことでも報告・連絡・相談を密 

にいただいたことにより業務をスムースに遂行することができま 

した。感謝いたします。 

増強に関して（目標 年度末会員数２７名） 

■８月君塚会員が入会されました。 

■12月木村会員が退会しました。 

その後の大会防止策として『新会員２年目までの方への対応』 

内規が森幹事から配布されました。 

■６月本日めでたく宇津木茂夫会員の入会式となりました。 

職場訪問を含め2回の見学を経て3月に入会申込書をいただき 

ました。 

■親松増強委員長のご努力にもかかわらず残念ながら目標の 

２７名には及びませんでした。 

しかし、年度始め会員数２４名、退会１名、入会２名、結果年度 

末会員数２５名となりました。OKラインを下げて、純増１名で梅 

澤年度に引き継ぐことができます。 

みなさまに感謝申しあげます。 

市川緋佐麿ガバナーの目標も各クラブ純増１名でした。 

終わりに 

至らぬ点は数多くありましたが、会長として出来るだけのことは 

やってきたつもりです。 

任期も残り１ヶ月足らずとなりましたが、気を緩めず梅澤次年度 

会長にバトンタッチしたいと思います。 

評価するのは会員のみなさまです。 

森幹事をはじめ各委員会を取りまとめていただいた梅澤クラブ

奉仕委員長、そして ここに書ききれなかった全会員の皆様に

心より感謝申しあげます。 

１年間ありがとうございました。 

    

  
一年を振り返る鈴木眞一会長 

 

  
片寄ガバナー補佐と中村次年度ガバナー補佐に花束の贈 

呈をいたしました。 

 

  
当月誕生日の皆様 おめでとうございます！ 

 

  
入会式でロータリーバッヂをつける片寄ガバナー補佐と 

新入会員の宇津木様 

 

 

 

 

 

 

【四つのテスト】 梅澤 馨 会員 

【点鐘】 鈴木（眞）会長 

【会報委員会】 文責 大野 勉 


