
第１１１１回例会 ７月１７日(金) 地区拡大増強・退会防止セミナー報告、マリリン卓話予定   ホテルモリノ 

第１１１２回例会 ７月２４日(金) 招聘卓話 麻生警察署長 三鬼 洋二様             ホテルモリノ 

第１１１３回例会 ７月３１日(金) 移動例会（夜間例会）                         「横濱楼」 

 

 

【点 鐘】              鈴木 豊成 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【ソング】              碓井 美枝子 SAA委員 

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】           鈴木 豊成 会長 

◇川崎高津南ＲＣ 

会長 滝田 司 様  幹事 長戸 はるみ 様 

◇川崎百合丘ＲＣ 

会長 鴨志田 敏彦 様  幹事 赤本 昌応 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会長報告】             鈴木 豊成 会長 

１．あさお区民まつり実行委員会より 

    10月11日（日）麻生区役所周辺  

   ①協賛についてのお願い 協賛金：一口10000円  

    ※７/31までに返答 

   ②出店申し込みの案内 ※締切 ７/24 

２．麻生観光協会より 

    総会議案書と平成27年度会費納入のお知らせ  

    団体会員：5000円 ※７/31までに納入 

３．ロータリー囲碁同好会の案内 

  10月 3日(土）9：30受付 10：00開会式   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．ロータリー米山記念奨学会より 

  奨学生世話クラブ補助費支給（通常の支給とは別）の案内 

￥40,000 ７/17送金  

※７月３日に、麻生警察署長と麻生区長のところへ表敬訪問

に行きました。警察署長へは、卓話のお願いを致しました。 

 

【幹事報告】             鈴木 昭弘 幹事 

◆他クラブの次年度 活動計画書が届く。 

◎川崎中ＲＣ ◎川崎とどろきＲＣ ◎川崎マリーンＲＣ  

◎川崎西ＲＣ 

◆会報着 

◎川崎とどろきＲＣ 第781回(3/16)～第791回 (6/8)  

◎川崎中ＲＣ 第2056回(3/23)～第2066回（6/9） 

◆例会変更 

◎川崎高津南ＲＣ   

◇７月20日(月）休会  

◇７月27日(月）⇒26日(日）移動例会 高津区民祭参加 

◎川崎とどろきＲＣ 

  ◇７月20日(月）休会 ◇８月10日(月）休会 

◎川崎中ＲＣ  ◇８月11日(火）休会 

◎神奈川ＲＣ 

◇７月20日(月)・９月21日(月)・10月12日(月)11月23日(月）休会 

◇８月10日(月)・10月19日(月）夜間ｊ例会 点鐘 18：30  

◎川崎鷺沼ＲＣ 

  ◇７月15日(水）移動例会 点鐘 18：30  

   箱根湯本「吉池旅館」 

  ◇７月22日(水）移動例会 交換学生歓迎会  

   点鐘17：00 ロイヤルウィングディナークルーズ 

◇８月 12日(水）休会 

 

 

 

 

 

 

 

第 1110回 例会記録 平成 27 年 7月 10日（金） S.A.A 委員長 森 啓伊 

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 

 

  
川崎高津南ＲＣの会長・幹事様    川崎百合丘ＲＣの会長・幹事様 



【出席委員会】            親松 明 委員長 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1110回 26 21 5  80.8％ 

1109回 26 21 5 1 84.6％ 

1108回 26 21 6 5 96.2％ 

  

  

 

 

 

 

 

  

【ニコニコ委員会】         佐々木 範行 委員長 

 第 1110回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    22件 ￥30,000 

●お客様 

◇川崎高津南 RC 

会長 滝田 司 様 ・ 幹事 長戸 はるみ 様 

【今年度よろしくお願いいたします】                  

◇川崎百合丘 RC 

会長 鴨志田 敏彦 様 ・ 幹事 赤本 昌応 様 

【信任のごあいさつにうかがいました。今後ともよろしく 

お願いいたします】 

●当クラブ  

◇鈴木豊成会長【川崎高津 RC滝田会長、長戸幹事、百合丘 

RC鴨志田会長、赤本幹事ようこそ】 

◇鈴木昭弘幹事【同 上】 

◇碓井美枝子会員【高津南ＲＣ、百合丘ＲＣの会長・幹事さん    

ようこそ！】 

◇大野 勉会員【川崎高津ＲＣ滝田会長、長戸幹事、川崎百 

 合丘 RC鴨志田会長、赤本幹事ようこそ】 

◇梶 俊夫会員【本日は納豆の日です。是非納豆を食べ 

ましょう】 

◇鈴木憲治会員【高津南 RC、百合丘 RCの会長・幹事さん 

ようこそ】 

◇鈴木眞一会員【同 上】 

◇長瀬敏之会員【天気悪く、雨にうたれてカゼをひいてしまっ  

た。ブルーベリーは腐るし、プラム、プルー

ンは落ちてしまった】 

◇青戸慶太会員  ◇臼井 勉会員  ◇宇津木茂夫会員 

◇親松 明会員   ◇川崎 航会員  ◇佐々木範行会員 

◇森 啓伊会員   ◇蓬田 忠会員 

    以上、ご協力ありがとうございました。 

【プログラム委員会】        長瀬 敏之 委員長 

★市民救命士になろう！ 

このプログラムにつきまして 

は、7 月 3 日の理事会で可 

決になり、社会奉仕委員会 

とプログラム委員会で実施す 

ることになりました。 

社会奉仕委員会・プログ 

ラム委員会では、ロータリークラブの奉仕の理想を考察し、ク

ラブ員みんなが市民救命士になり、いざというとき、家庭で、

外出先で救命救急が必要になった時、すぐに対応できるよう

普通救命講習を受講し、家族のため、みんなのためになるよ

うに、ロータリアン全員の受講をお願いします。 

＜普通救命講習のプログラム＞ 

◎日   時  平成 27 年９月 11 日 金曜日 

◎例   会  12：30～13：00  ホテルモリノ  

◎講   習  13：30～16：30  麻生消防署 ３F 講堂 

◎講習内容  ①心停止の予防 ②心停止の早期認識と通  

報 ③一次救命措置 ④二次救命処置と心

拍再開後の集中治療、ＡＥＤの使用方法 

◎受講服装 活動的に動ける服装、女性はスカートと口紅は   

控えて下さい。 

※長時間の講習になりますので、早めに予定に入れておい 

てください。 

受講一ヶ月前までに受講者名簿を提出しますので、７月 

第４例会までに出欠をお願いします。 

麻生消防署には予約済です。多くの会員の受講をお願 

いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【四つのテスト】             君塚 毅 会員 

【点  鐘】             鈴木 豊成 会長 

【会報委員会】               文責：蓬田 忠 

 
 

親松 明 委員長            佐々木 範行 委員 

 

＊＊＊＊＊＊＊就任挨拶＊＊＊＊＊＊＊ 

【職業奉仕委員会】           山下 俊也 委員長 

【社会奉仕委員会】           青戸 慶太 委員長 

【国際奉仕委員会】           鈴木 憲治 委員長 

【青少年奉仕委員会】          大野  勉  委員長 

【職業奉仕 

 

 

 

 
青戸 慶太 委員長            鈴木 憲治 委員 


