
 

 

【点 鐘】                梅澤 馨 会長 

【例会場】          百合丘カントリー倶楽部 

【ソング】               臼井 SAA委員 

ロータリーソング「我等の生業」 

【今月の誕生日】            山下親睦委員長 

  会員誕生日 1月 3日 親松 明会員 

          6日 臼井 勉会員 

                   17日 青戸慶太会員 

          26日 鈴木昭弘会員 

  夫人誕生日 1月 2日 長瀬美紀子様 
(長瀬敏之会員夫人) 
 

1月 3日 山下紀美子様 
(山下俊也会員夫人) 
 

        1月 31日 森 康子様 
               (森 啓伊会員夫人) 
    

 代表スピーチ : 親松 明会員「やっと、74歳になり 

ました。あと、20年くらい皆様と遊んでいたいです」 

 

【会長報告】                  梅澤会長 

1. ガバナー事務所より 

① ３月 29日の地区研修・協議会にて クラブ奉仕部

門のサブリーダーとして鈴木憲治会員に委嘱の報

告。 ※3/4（水）14：00～18：15 聖光学園にて

打合せ会 

② Ｒ青少年指導者養成セミナーの案内（再送） 

３月１４日(土)～１５日（日） 総持寺  

2. 横浜東ＲＣより 創立６０周年記念式典の案内が会長

と幹事に届く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 川崎幸ＲＣの大部利忠会員 ご逝去のお知らせ  

通夜 1/19 告別式 1/20 教安寺一乗会館 

4. 「ロータリーの友」３月号以降に、志村会員の「初穂曳参

加」の記事が掲載されます。 

5. ロータリー日本財団より ポリオプラス寄付（120,000

円を 12月に寄付）の受領明細が届く。 

第 3グループ第 4回 会長・幹事会報告 

 平成 27年 1月 14日(水)  ホテル KSP 

1. 各クラブ近況報告 

クリスマス家族会、新年例会の報告 

2. 川崎稲生 RC 3月 20日(金) 25周年記念事業 

川崎高津 RC  5月 28日(木)  30周年記念事業 

3. 川崎多摩 RCと川崎稲生 RCで合併の準備を進めている

5月までに手続きをし、次年度名前の変更 

4. 次年度青少年交換の受け入れクラブが決まりました 

ホストクラブ 高津 RC 

5. 第 3グループ有志に感謝状が川崎西 RCに届きました。 

北タイのアカ族子供寮「夢の家」子供たちの識字率向

上と就学支援のために奉仕金の寄付 

 

【幹事報告】                梶 幹事 

 例会変更 

○川崎中原 RC 

 １月２２日（木）移動例会（職場訪問）12：30点鐘   

川崎生命科学・環境研究センター   

１月２９日（木）⇒２月２日（月）合同親睦例会  

18：00点鐘 ホテル KSP 

２月１９日（木）⇒２月１８日（水）IM移動例会 

○川崎北 RC 

 １月２８日（水）⇒２月２日（月）合同親睦例会  

18：00点鐘 ホテル KSP 

 

 

 

 

 

 

 

第 1086回 例会記録 平成 27 年 1月 16日（金） S.A.A  委員長 青戸 慶太 

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

第１０８７回 例会 １月２３日（金） 卓話 避難・支援ネットかながわ 坂本 建様 

第１０８８回 例会 １月３０日（金） 移動夜間例会 18:00 リストランテ アベーテ 

第１０８９回 例会  2月  7日（金） 理事・役員会  世界理解月間 

 

 
［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 

 



 ２月１８日（水）IM移動例会 15：00点鐘 

 ３月４日（水）創立５５周年記念例会 15：00～  

横浜ベイシェラトンＨ＆Ｔ 

○横浜あざみ RC  

 移動例会「職業を語る会」 

●１/22（水）12：00点鐘 あざみ野中学校   

●１/28（水）12：00点鐘 すすき野中学校  

 

会報着 

○川崎北 RC 第 2648号（10/15）～第 2657号（12/24） 

○川崎中原 RC 第 1286号（10/16）～第 1297号（12/18） 

 

【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 1086回 24 23 1 - 96.0％ 

第 1085回 24 21  3 1 91.7％ 

第 1084回 24 22 2 0 91.7％ 

 

【ニコニコ委員会】            親松委員長 

  第 1086回（件数）  合    計 

ニ コ ニ コ    21件 ￥21,000 

●当クラブ 

◇梅澤会長【昨日のゴルフ 最悪でした。】 

◇梶 幹事 【幹事の日です。６ヶ月間お世話様でした。】 

◇大野会員【明後日は箱根で研修会です。楽しみ。】 

 ◇志村会員【どんど焼き」流れて今日になりました。】 

◇鈴木昭弘会員【明日 戸塚でサックスアンサンブルの本 

番です。】 

    ◇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 

◇鈴木憲治会員◇鈴木眞一会員◇鈴木豊成会員 

◇花輪会員◇森茂則会員◇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 1086回（件数） 合    計 

Ｒ財団 4件 ￥59,000 

○梅澤 馨会長 【あと半年頑張りましょう。】 

○鈴木昭弘会員 【本年も頑張ります！】 

○鈴木憲治会員 ○雪井会員 

【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 馨会長 【あと６ヶ月弱になりました。】 

○鈴木憲治会員 【次年度米山奨学生が決まりました。 

４月からの配属です。】 

○雪井会員 

 

【プログラム委員会】          佐藤委員長 

1月 23日 卓話 桐光学園 林直子先生の紹介 

      避難・支援ネットかながわ代表 坂本建様 

1月 30日 移動夜間例会 リストランテ アベーテ 

2月 6日  理事役員会 

2月 13日 18日の IMに振替 

2月 20日 創立記念例会  

2月 17日 クラブフォーラム 

 

【半期を振り返って】          梶俊夫幹事 

 皆様には大変お世話になっております。 

 幹事も 6 ヶ月が過ぎました、いまだに幹事の仕事をこなして

いるか実感がありません。会員の皆様からは幹事の自覚がな

いとお叱りを頂いております。6 ヶ月の間は、梅澤会長を補佐

する立場で有りながら何も出来なかった事が申し訳なく思って

おります。この半期も無事に過ごせましたのは、会長・各委員

長・会員・事務局・のご指導ご協力の賜物と思っております。 

 金曜日からの出張が多く欠席が多くなりますが、残り任期を

滞り行えるように頑張ってまいりますので、皆様のご協力ご指

導をお願いします。 

 簡単ですが、幹事の報告とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【四つのテスト】             蓬田 会員 

【点  鐘】              梅澤馨 会長 

【会報委員会】           文責：長瀬敏之 

 


