
 

 

【点 鐘】                梅澤 馨 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【ソング】              青戸 SAA委員長 

  ロータリーソング「それでこそロータリー」 

【ゲスト・ビジター紹介】         梅澤 馨 会長 

 表敬訪問 百合丘 RC、井上勇会長、井上久幹事。 

  「第一回例会は夜会となり、懇親の輪を重視した会と 

なりました。R1会長の言葉の中で会員増強を一つの 

目標に掲げてありますので当会でも会員の一割をな 

んとか増強出来るようがんばっていきたいと考えて 

おります。本年一年宜しくお願いします。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会長報告】              梅澤 馨 会長 

１．7月 25日（金）ガバナー補佐公式訪問及びクラブの 

協議会について会員各位へのお知らせを配布。 

※当日はネクタイ省略 

２．青少年奉仕委員長会議のお知らせ 

8月 4日（月）15:00～17:00 メモワールプラザソシア２１ 

 

 

 

 

 

 

 

３． 2014-15年度ホストクラブ・ホストファミリー 

  説明会のお知らせ 

  8月 2日（土）14:00～16:00桜木町ブリーズベイホテル 

４．あさお区民まつり実行委員会より 協賛について 

  一口 10,000円 

５．芸術の街 研究会より 

  コンサートのポスター、ちらし、入場券、と賛助金 

  お願いが届く。 

６．7月 9日に行なわれた会長幹事会の報告 

  次年度のガバナー補佐は百合丘 RCから選出、その他 

【幹事報告】                 梶 幹事 

◆電話番号変更のお知らせ 

  〇横浜あざみ RC 新番号 045-901-5211 内線 25 

◆例会変更・例会案内 

 〇川崎中原 RC より 

  7 月 31 日（木）夜間移動例会 18:30～ 

  クイーンアリス ガーデンテラス日吉 

 〇川崎西 RC より 

  8 月 8 日（金）夜間例会に変更 18:00～ 

  8 月 8 日（金）休会 

 〇川崎多摩 RC より 

  7 月 17 日（木）休会  7 月 31（木）夜間例会 

  8 月 14 日（木）休会 

〇川崎幸 RC より 

  8 月 1 日（金）→8 月 5 日（火）夜間納涼移動例会 

  に変更 18:00 横浜港 屋台船、花火 

  8 月 15 日（金）休会 

 〇川崎稲生 RC より 

  7 月 25 日（金）夜間例会 18:30～多摩区役所第一 

  会議室  8 月 15 日（金）休会   

  8 月 27 日（金）移動例会 国会見学・市ヶ谷防衛省 

              

 

 

 

 

 

［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 

 

第 1062回 例会記録 平成 26 年 7月 11日（金） S.A.A  委員長 青戸 啓太 

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

第１０６３回例会７月１８日（金）         百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第１０６４回例会７月２５日（金）クラブ協議会   ホテルモリノ 

第１０６５回例会８月 １日（金）理事役員会    クラブフォーラム ホテルモリノ 

 



◆会報着 

 ◎横浜鶴
かく

峰
ほう

ロータリークラブより クラブ最後の会報 

  が届く（鈴木憲治会員出席） 

※横浜鶴峰 RCについて 

昭和 53 年 6 月 28 日新クラブとしてスタート、36 年   

間活動も空しく、平成 26年 6月 28日廃部となり 2590

地区これで 60クラブとなる。 

 〇新川崎 RC 第 941回（6/18）～第 943回（7/2） 

◆他クラブの活動計画書着 

新川崎 RC、川崎中 RC、川崎とどろき RC 

 

【出席委員会】                 蓬田委員長 

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 1062回 25 22 3 - 88.0％ 

第 1061回 25 21  4 4 100.0％ 

第 1060回 25 21 4 3 96.0％ 

      

【ニコニコ委員会】              委員長 

 第 1062回（件数）  

ニコニコ    21件 ￥25,000 
    

  ●お客様   

  川崎百合丘 RC 井上勇会長、井上久幹事 

「本日は表敬訪問にまいりました、今年一年よろし

くお願いします」 

●当クラブ 

◇梅澤会長 【川崎百合丘 RC 井上勇会長、井上久幹事 

 ようこそ】                  

◇梶 幹事 【同 上】 

◇鈴木憲治会員 ◇大野会員 ◇鈴木眞一会員  

◇鈴木豊成会員、◇志村会員 ◇山下会員【同 上】 

◇長瀬敏之会員【台風、大した事なく良かったです。】 

◇青戸会員 ◇臼井会員 ◇碓井会員 ◇宇津木会員  

◇親松会員 ◇君塚会員 ◇佐々木会員 ◇鈴木昭弘会員 

◇森茂則会員 ◇森啓伊会員 ◇雪井会員                    

以上、ご協力ありがとうございました。 

 

【ロータリー情報委員会】       鈴木眞一委員長 

  アップグレード BOX（１歩前進 BOX）を設置してあり

ますのでロータリーについて前向きな意見や疑問等を

無記名で投稿してください。委員会で検討、解決し、会

員相互の理解を深め退会防止に繋げていきたい。 

 

【職業奉仕委員会】          志村幸男委員長 

本年度も各々の職業を通し、社会に貢献し、人々に豊か

さと喜びを与えられるよう務める。会員相互で話し合い、

道徳的水準を高め社会全体の繁栄を目指す。 

昨年は伊勢神宮において 62回目式年遷宮が執り行われ

ました。神宮の大切な行事に「初穗曳き」という行事があ

ります。これは、その年に収穫されお米を外宮さんに奉納

する儀式で 10月 15日に行ないます。本年はその行事に参

加頂き、日本人の主食としてきたお米に感謝を捧げたいと

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

【社会奉仕委員会】          森啓伊委員長 

 クラブの所在地域、又は行政区域内に居住する人々の生

活の質を高めるために時には他の団体等と協力しながら

会員が行う様々な取り組みからなるものです。奉仕の意義

や仕方を学んだロータリアン個人が、生活基盤としている

地域社会に対してリーダーシップを発揮し、より良い社会

奉仕活動をしていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国際奉仕委員会】         鈴木憲治委員長 

 書物などを読むことや通信を通じて、さらには他国の

人々を助けることを目的としたクラブのあらゆる活動や

プロジェクトに協力することを通じて他国の人々と文化

や習慣、功績、願い、問題に対する認識を培うことによっ

て、国際理解、親善、平和を推進するために、会員が行う

活動からなるものとして役目を果たしてまいります。 

 

【親睦・家族委員会】          山下委員長 

 昨年度、米山記念奨学生の牟元豊几さんと宇津木新会員

歓迎会を兼ね納涼会を行ないたい。 

 

 

 
【四つのテスト】             森茂則会員 
 
【点  鐘】               梅澤馨会長 
 
【会報委員会】          文責：志村幸男会員 


