
第 1122回例会 １０月 ９日（金）ガバナー公式訪問       ホテルモリノ 

第 1123回例会 １０月１６日（金）クラブ研修リーダー会議報告  百合丘カントリー倶楽部 

第 1124回例会 １０月２３日（金）移動例会・職場訪問      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】             碓井 美枝子 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】 梅澤 馨 会員（10月 13日生） 

          佐藤忠博 会員（10月 28日生）   

  【奥様】 臼井 勉  夫人 愛子様（10月 20日生） 

川崎 航  夫人 麻里子様（10月 31日生) 

【ゲスト・ビジター紹介】           鈴木 豊成 会長 

◆白井 旭様（川崎百合丘ＲＣ） 

◆米山奨学生 孫 世薫 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第４回理事・役員会報告】           鈴木 豊成 会長 

１．指名委員会の件 

直前会長の梅澤会員(委員長)、直前幹事の梶会員、 

次年度会長、次年度幹事、社会奉仕委員長、今年度 

会長、今年度幹事 以上７名（承認） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．東日本豪雨被災地へ寄付の件 

会員一人当たり 1000円、ニコニコより寄付をする。（承認） 

３．ガバナー公式訪問の件 

10 月９日(金)、箕田俊彦ガバナーが公式訪問。当日は、紺 

のブレザー(又は紺のジャケット)、エンブレム、赤いロータリ

ーネクタイ着用のこと。（承認） 

４．退会の件と役職欠員の件 

  尾作弘会員より退会（９月 30日付）の申し出がありました。 

ニコニコ委員の佐々木会員に委員長代行を打診、了解され

る。ＳＡＡは現状のメンバーで継続。（承認） 

５．11月第四例会の件（社会奉仕活動） 

新百合ケ丘駅周辺の清掃活動。例会場が百合丘カントリー 

倶楽部なので例会後、車でモリノへ移動。（承認） 

６．その他 

10月 23日の職場訪問予算について。経費がオーバーする 

分については、予備費より捻出。身分証明書のチェックを

綿密にする。（承認） 

 

 

 

 

 

 

［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（奥様）： 

左より梅澤会員、佐藤会員、臼井会員、川崎会員 

 

奨学金の授与 

第 1121回 例会記録 平成 27 年 10月 2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 



７．その他 

次年度以降、直前幹事の理事役員会出席を省く。（承認） 

  

【会長報告】             鈴木 豊成 会長 

１．川崎西ＲＣより 創立 50周年式典の案内 

12月 18日(金) 13：30～ ホテルＫＳＰ 

２．ガバナー事務所より  メジャードナー午餐会の案内 

12月 2日(水) 10：00～ ホテルグランパシフィック 

３．ロータリアン親睦テニス会の案内 

11月 10日(火) 9：30集合 湘南ローンテニスクラブ 

４．米山記念奨学会より 

  カウンセラーは米山奨学生のレポートについての所見を提

出するようにとの連絡が来ています。 

５．地区社会奉仕委員会より 

９月 28 日(月)の社会奉仕委員長会議の報告資料等が届いて

います。 

６．あさお区民まつり実行委員会より  

10月 11日(日)区民まつり当日のパンフレットが届いています。 

７．ロータリー財団より 

鈴木昭弘会員へポールハリスフェローの賞状とバッジが届い

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【幹事報告】             鈴木 昭弘 幹事 

◆例会変更 

◎新川崎ＲＣ 

■10月 21日(水) 職場訪問移動例会 

   羽田クロノゲート 15：00～ 

■11月 11日(水)～14日(土) 地区大会参加 移動例会 

◎川崎大師ＲＣ 

■10月 14日(水) 職場訪問移動例会 南本牧埠頭 

◎川崎中央ＲＣ 

■10月 12日(月) 休会（祭日） 

■10月 26日(月) 職場訪問 靖国神社 

◆会報着 

◎新川崎ＲＣ 第 992回(９/２)～第 994回(９/16) 

◆川崎幸ＲＣより年次報告（2014－15）が届く 

◆会員アドレス変更 宇津木茂夫会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 

1121回 25 22 3  88.0％ 

1120回 26 23 3 0 88.5％ 

1119回 26 20 6 1 80.8％ 

 

【ニコニコ委員会】     青戸 慶太 社会奉仕委員長 

 第 1121回(件数) 合 計 

ニコニコ 23件 ￥23,000 

●お客様 

◇白井 旭様（川崎百合丘ＲＣ）【本日お世話になります】                  

●当クラブ 

◇鈴木豊成会長【白井様、ようこそ！】 

◇鈴木昭弘幹事【定期演奏会、無事終了しました！】 

◇大野 勉 会員【10月３日、結婚 40周年を迎えます。 

孫の運動会もあります】 

◇鈴木憲治会員 【皆様、国勢調査は終りましたか？】 

◇青戸慶太会員 ◇臼井勉会員 ◇碓井美枝子会員 

◇山下俊也会員 ◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 

◇親松明会員 ◇梶俊夫会員 ◇川崎航会員  

◇君塚毅会員  ◇佐々木範行会員 ◇佐藤忠博会員 

◇鈴木眞一会員 ◇長瀬敏之会員 ◇森 茂則会員 

◇森啓伊会員 ◇山下俊也会員 ◇雪井洋子会員 

◇蓬田忠会員  

 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 

 第 1121回（件数） 合  計 

Ｒ.財団. ３件 ¥36,000 

◇鈴木昭弘会員【演奏会、無事終了しました！ご来場ありがと  

うございました！】 

◇鈴木憲治会員 ◇梅澤馨会員 

☆ご協力ありがとうございました。  

 
会長より鈴木昭弘幹事に、ロータリー財団 ポールハリス 

フェローの賞状が授与された 

 
百合丘 RCの白井様、奨学生の孫君と談笑 



【米山記念奨学】          雪井 洋子 委員長 

 第 1121回（件数） 合計 

米山記念奨学 ３件 ¥30,000 

◇鈴木憲治会員【米山月間です】 

◇梅澤 馨会員【赤い羽根共同募金、お願いします】 

◇鈴木昭弘会員【演奏会、無事終了しました！ご来場ありがと       

うございました！】      

☆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 

10月９日…ガバナー公式訪問 

10月 16日…会員ショート卓話予定 

10月 23日…職場訪問（横田基地） 

 

【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の予算について 

 

【その他】               親松 明 会員 

 入会３年未満の新会員を対象に、研修として他クラブへ

のメーキャップ体験ツァーを行います。 

10月 20日（火）川崎百合丘ＲＣの例会へ 

参加者：今のところ７名 

 

【社会奉仕委員会】           青戸 慶太 委員長 

＊＊＊ クラブ社会奉仕委員長会議報告 ＊＊＊ 

日 時 ： 2015年 9月 28日（月） 15：00～17：00 

場 所 ： メモワールプラザソシア 21 4階 「ザ・ウィング」 

第一部 

小林正樹地区社会奉仕委員の開会に引き続き、鈴木昇二地

区社会奉仕副委員長により、地区役員が、紹介されました。 

つぎに、箕田敏彦ガバナー、市川緋佐麿担当パストガバナー

より挨拶がありました。 

引き続き、露木雄三地区戦略計画委員長より、「戦略計画に

おける社会奉仕の位置づけ」と題して、講演がありました。 

第二部 

 各グループに分かれ、ディスカッションが行われ、 

以下の意見が出されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・単年度で、委員長が変わるので、早めに活動ができないか。 

・会員の参加率が高い事業は、継続する。 

・社会奉仕活動の 80％が継続事業になっている。 

・各クラブ、マンネリ化している 

・新規事業は、話し合う時間がなく、事業が進まない。 

・今までの継続事業に、新たな事業を追加する。 

・地区補助金を利用する。 

・委員長が若い人だと、意見が通らない。 

・他クラブと共同で、社会奉仕活動を行う。 

・予算の関係で、新規事業が出来ない。特に、小さいクラブ。 

・他の委員会と協力して、新たな事業を行う。 

・地域と協力して、何か新規事業を行う。 

 

上記の他にもたくさんの意見が出ました。 

各グループの発表後に、箕田ガバナーより、講評があり、閉会

しました。 
 

【四つのテスト】            川崎 航 会員 

【点  鐘】             鈴木 豊成 会長 

【会報委員会】               文責：蓬田 忠 

10月5日（月） 地区大会 記念チャリティーゴルフ大会 が

横浜の程ヶ谷カントリー倶楽部で開かれ、当クラブから６名

の会員が参加しました。当日は天気も良く穏やかな気候

で、西北ロータリーの会員との組み合わせでした。しかし、

歩きのプレーで足がたいそう喜んでおりました。成績は？ 

 

 


