
第 1118回例会 ９月１１日（金）市民救命士養成講座        ホテルモリノ・麻生消防署 

第 1119回例会 ９月１８日（金）地区ロータリー財団セミナー報告  百合丘カントリー倶楽部 

第 1120回例会 ９月２５日（金）ガバナー補佐訪問         ホテルモリノ 

 

 

 

【点 鐘】              鈴木 豊成 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【ソング】               梅澤 馨  SAA委員 

国歌『君が代』 

ロータリーソング『奉仕の理想』 

【会員誕生日】【奥様誕生日】   鈴木 眞一 親睦委員長 

  【会員】 雪井 洋子会員(9月13日) 

  佐々木 範行会員(9月21日)   

          鈴木 憲治会員（9月26日） 

長瀬 敏之会員(9月29日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ゲスト・ビジター紹介】           鈴木 豊成 会長 

◆米山奨学生 孫 世薫 君 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 3回理事・役員会報告】          鈴木 豊成 会長 

１．ポリオ募金の件 

50USドル×会員数   計 1,300USドル (承認) 

２．米山梅吉記念館100円募金の件   

100円×会員数  計 2,600円 (承認) 

３．10月米山月間卓話者の件 

日程的な問題もあり、プログラム委員長と相談 (経過継続) 

4. 9月25クラブ協議会準備の件 

  9月11日までに出席確認 (承認) 

5. 10月9日ガバナー公式訪問準備の件 

  別紙のとおり。昨年と比べ、時間の前倒しがあるので注意。 

(承認) 

６．市民救命士講座最終確認の件 

  14名参加。13：30例会終了後移動。動きやすい服装で、消

防署へは歩いて移動。車は、モリノ第二駐車場を利用する。 

 （承認） 

７．10月第四例会の職業奉仕の件 

  10月23日、横田基地へ職場訪問。マイクロバスをリースす

る。詳細は、後日。（承認） 

８．防犯ブザーの件 

  他の団体と協議して寄付をする予定。（承認） 

９．クリスマス例会の件 

  会場の都合がつかず、日にち調整。今のところ12月21日

（第一候補）または16日で、出演者と調整。（経過継続） 

10．その他 

○メーキャップツアーの件  入会３年未満の会員を中心に

他クラブへメーキャップ出席。研修扱いとする。（承認） 

  ○9月26日の鈴木昭弘幹事が団長のグリーンハート吹奏楽

団 定期演奏会に際し、お祝いを進呈する。（承認） 

 

 

 

 

 

 

 

第 1117回 例会記録 平成 27 年 9月 4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 

 

 
今月誕生日の会員。雪井会員、佐々木会員、長瀬会員 

 



【会長報告】             鈴木 豊成 会長 

１．ガバナー事務所より 

①2016-17ロータリー青少年交換学生募集の案内  ※提

出期限 １０月２１日、本日発行のタウンニュースにも掲載さ

れている。 

②１１月のＲ財団月間に当たり、卓話実施のお願い 

２．ロータリーの友より 

  英語版『THE ROTARY-NO-TOMO』 11月中旬発行のお

知らせ 

３．川崎市美化運動麻生支部より 市内統一美化運動 実施

のお知らせ 

  ９月２７日（日）９:００～ 

４．神奈川県共同募金会より 

  赤い羽根共同募金への協力のお願い。 募金運動は１０月

１日～ 

５．7月まで来日学生だったマリリンが、来日中に日本語検定

試験を受け、Ｎ３に合格との発表がありました。 

６．８月30日に行われた米山奨学生リクリエーションに孫君と鈴

木憲治会員が参加、群馬方面への楽しい旅行でした。 

 

【幹事報告】             鈴木 昭弘 幹事 

◆例会変更 

 ◎川崎高津南ＲＣ  

■9月 21日（月）休会 

■9月 28日（月）移動例会 18：00点鐘 上野「伊豆栄」 

 

【出席委員会】         親松 明 出席委員長 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1117回 26 20 6  76.9％ 

1116回 26 24 2 1 96.15％ 

1115回 26 23 3 1 92.3％ 
 
 

【ニコニコ委員会】     青戸 慶太 社会奉仕委員長 

 第 1117回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    20件 ￥20,000 

●当クラブ 

◇鈴木豊成会長【マリリンが日本語検定に合格しました】                  

◇鈴木昭弘幹事【９月２６日に定期演奏会があります！】 

◇臼井 勉 会員【柿が色づきました】 

◇佐藤忠博会員 【１０万キロ走行、故障なし】 

◇長瀬敏之会員【やっとお天道様に会えました】 

◇山下俊也会員 ◇青戸慶太会員 ◇臼井勉会員  

◇宇津木茂夫会員 ◇森茂則会員 ◇鈴木眞一会員  

◇親松明会員 ◇梅澤馨会員 ◇佐々木範行会員 

◇大野勉会員 ◇蓬田忠会員 ◇碓井美枝子会員 

◇梶俊夫会員 ◇森啓伊会員 ◇雪井洋子会員 

以上、ご協力ありがとうございました。 
   

【ロータリー財団】        碓井 美枝子 委員長 

 1117回（件数） 合  計 

Ｒ.財団. ４件 ¥49,600 

◇鈴木豊成会員【マリリン、日本語検定合格を祝して】 

◇梅澤馨会員 

◇鈴木昭弘会員 

◇碓井美枝子会員    ☆ご協力ありがとうございました。 
   

【米山記念奨学】          雪井 洋子 委員長 

 1117回（件数） 合計 

米山記念奨学 ４件 ¥40,000 

◇志村幸男会員【10月22日、たまプラザ東急で個展を予定

しています。宜しく。】 

◇鈴木豊成会員 

◇梅澤 馨会員 

◇鈴木昭弘会員     ☆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 

9月11日 市民救命士養成講習（麻生消防署） 

9月18日  地区ロータリー財団セミナー報告 

9月25日  ガバナー補佐訪問、クラブ協議会 

 

【社会奉仕委員会】           青戸 慶太 委員長 

  次週、実施予定の市民救急士養成講座は、例会終了後、

徒歩にて、麻生消防署に向かいます。 

 当日の服装は、動きやすい服装でお願いいたします。 

 

【職業奉仕委員会】          山下 俊也 委員長 

 10月23日（金）実施予定の職場訪問は、自衛隊横田基地

を訪問し、内部を見学いたします。 

 詳細については、決まり次第、報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

【四つのテスト】            蓬田 忠 会員 

【点  鐘】             鈴木 豊成 会長 

【会報委員会】              文責：青戸 慶太 

 


