
 

 

【点 鐘】               梅澤 馨 会長 

【例会場】              ホテルモリノ 

【ソング】              大野 SAA委員 

   国歌斉唱「君が代」  

ロータリーソング「奉仕の理想」 

【今月の誕生日】           山下親睦委員長 

   会員誕生日 9月 13日 雪井洋子会員 

           21日 佐々木範行会員 

                      26日 鈴木憲治会員 

           29日 長瀬敏之会員 

   代表スピーチ 雪井会員「とても若い気分で暮らし 

ていましたが、まだ高齢者前ですが、役所から後期高 

齢者の通知が来ました。皆さんには無い体験ですので、 

次の機会にお話が出来ればと思います。有難うござい 

ました。 

【理事役員会報告】           梅澤 馨 会長 

1, 振替休会の件   

10月 14日-15日を移動例会とするため、10月 17日 

(金）を振替休会とする。 

2, 広島土砂災害の義捐金について 

   1000円/１名をニコニコより出す 

3, 納涼家族会の収支 

   余剰金 22,000円を麻生ボックスへ入れて 10月第５ 

週例会（新会員歓迎会など）にて使用。 

  

 

 

 

 

 

 4, その他 

   ９月２６日（金）ホストファミリーと会長でマリリ 

ンさん歓迎会。 

【会長報告】           梅澤 馨 会長 

1,ガバナー事務所より  

(ア) 11月 7日・8日の地区大会関連の各種お知らせ 

(イ) 2015-16 年度ロータリー青少年交換学生 募集

の案内 

2. ロータリーの友より 

年一回発行の「ロータリーの友」英語版の注文書が

届く。 

3, 神奈川県共同募金会より 

赤い羽根共同募金（10月 1日～）のお願いが届く 

4, 地区米山学友委員会より 

地区米山選考委員長 斉藤 正彦 様 の卓話は 10

月 10日に決定。 

5, 市内統一美化運動のお知らせが届く。  

実施日：９月２８日（日） 

6, 9月 2日に行われた麻生区血液対策協議会  

の報告  各団体１１委員が出席 

【幹事報告】                 梶 幹事 

例会変更 

○川崎鷺沼ＲＣより 

9月 17日（水）移動夜間例会 点鐘 18：30  

横浜クルーズ マリーンルージュ 

 

 

 

 

 

 

第 1069回 例会記録 平成 26 年 9月 5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 

［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１０７０回例会９月１２日（金） クラブ奉仕委員長会議報告   ホテルモリノ 

第１０７１回例会９月１９日（金） 職業奉仕委員長会議報告    百合丘カントリー倶楽部 

第１０７２回例会９月２６日（金）  社会奉仕委員長会議報告    百合丘カントリー倶楽部 

 



10月 15日（水）職場見学 那須塩原 今井牧場 

移動夜間例会 点鐘 18：00 湯西川温泉「花と華」 

○川崎稲生ＲＣより 

９月 26日（金）夜間霊界 点鐘 18：30 鮮藍坊（登戸） 

11月 7日（金）移動例会（地区大会）  

11月 21日（金）移動例会（座禅例会）福昌寺（多摩 

区菅） 

【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 1069回 25 19 6 - 80.0％ 

第 1068回 25 21  4 3 96.0％ 

第 1067回 25 21 4 4 100.0％ 
    

【ニコニコ委員会】            親松委員長 

  第 1069回（件数）      合    計 

ニコニコ    19件 ￥19,000 
   
●当クラブ 

◇梅澤会長 「まだ、暑い日が続きますね。」                       

◇梶 幹事 「同上」 

◇大野会員 「今日も楽しいロータリー活動を？」 

◇長瀬会員 「出雲にいってきました。」 

◇青戸会員 ◇臼井会員 ◇碓井会員 ◇親松会員  

◇君塚会員 ◇佐々木会員 ◇志村会員 ◇鈴木昭弘

会員 ◇鈴木憲治会員 ◇鈴木豊成会員  ◇花輪会

員 ◇森啓伊会員 ◇山下会員 ◇雪井会員 ◇蓬田

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】          鈴木憲治委員長 

 第 1069回（件数） 合    計 

R財団 2件 ￥20,000 

○梅澤 馨【マリリン、9月 10桐光学園に入学します】 

○鈴木憲治【マリリンと一緒に桐光学園へ正式に入学の

お願いに行って来ました。小塚理事長以下、村上校長、

二人の教頭、担当教諭の皆様にお会いしました】 
    

【米山記念奨学財団】           臼井委員長 

 第 1069回（件数） 合    計 

米山記念奨学 3件 ￥40,000 

○梅澤 馨【テング熱に気をつけましょう】 

○鈴木憲治 ○鈴木昭弘 
    

【プログラム委員会】             佐藤委員長 

今月のブログラムをお伝えします。 

今月は青少年のための月間です。 

9月 5日、今日はクラブ奉仕委員長会議報告 

  9月 12日 ロータリー財団セミナー報告 

9月 19日 職業奉仕委員長会議報告 

9月 26日 社会奉仕委員長会議報告 

【職業奉仕委員会】           志村委員長 

 10月 14日-15日の職業奉仕委員会職場訪問 

 伊勢神宮初穂引の参加人数が決まりました。 

 会員家族 22名 他クラブより 13名の 35名です。 

 琴平神社駐車場に 6時 45分集合して出発します。 

 旅行代金は 9月下旬までにお願いします。 

【クラブ奉仕委員長会議報告】   鈴木豊成委員長 

8月 22日メモワールプラザでクラブ奉仕委員長会議がお

こなわれました 

地区役員紹介後大野ガバナーよりあいさつがありました 

その中で会員減少は下げ止まっているのではないか し

かし会員増強の必要性を訴えていました 

{増強の必要性と問題点}についてパネリストによる話題

提起 

パネリスト 前地区クラブ奉仕委員長 鈴木憲治さん 

パネリスト 地区クラブ奉仕委員   長戸はるみさん 

コーディネーター 地区クラブ奉仕委員長 岩宮浩さん

の司会で話が進み鈴木憲治さんよりクラブ奉仕とは 別

紙通り 

クラブの現状について 現在 20名以下のクラブが 16あり

ますが殆ど活動が出来ていない 

長戸さんより女性会員からの観点から 60クラブ中 15ク

ラブに女性会員がいない 

奥さんのロータリー会員は?むずかしい 

他国では女性だけのクラブがあります 

その後テーブルディスカッションを行い各テーブルより

意見がだされました 

退会防止を防ぐには魅力あるクラブにする 

横浜南央 チャーターメンバーの子息を誘う 

良いクラブは奉仕活動がしっかりしている 

最後に各地区より会員増強の目標数値の発表があり合計

目標 70名となりました 

(文中の別紙は次ページに転載しています) 

 

【四つのテスト】             蓬田会員 

【点  鐘】               梅澤会長 

【会報委員会】           文責：長瀬会員 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 


