
第 1128回例会 11月 27日(金) 社会奉仕委員会活動（駅周辺清掃）         百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第 1129回例会 12月 4日(金) 理事役員会⑥・年次総会・クラブ国際奉仕委員長会議報告   ホテルモリノ 

第 1130回例会 12月 11日(金) クラブ職業奉仕委員長会議報告              ホテルモリノ 

 

 

 

【点 鐘】              鈴木 豊成 会長 

【例会場】         百合ヶ丘カントリー倶楽部 

【ソング】               親松 明 SAA委員 

ロータリーソング『奉仕の理想』 

【会長報告】             鈴木 豊成 会長 

１． ガバナー事務所より   

① 地区 R財団補助金管理セミナーの案内 

12月 14日（月）15：00～17：30 メモワールプラザ  

※２名の出席必須  １２月 3日までに返信 

② ２０１８－１９年度ガバナーノミニー候補者推薦依頼が

届く。 １月１８日締切 

③ ローターアクト「第４６回地区年次大会」開催の案内  

１２月１３日（月）、ソシア２１にて 

④ インターアクト委員会より 海外研修報告書が届く。 

⑤ 「意義ある業績賞」候補プロジェクト募集の案内   

１月２５日締切 

２． 麻生区民まつり実行委員会より 第３回委員会・反省会の

開催案内  １２月２４日（金）１６：３０～ 麻生区役所４Ｆ  

３． 麻生区少年野球連盟より 反省会・懇親会のお知らせ  

１２月１２日（土）１８：３０～ 中国料理「天安」宴会場 

４． ロータリー米山記念奨学会より 寄付明細と感謝状。 

・鈴木憲治会員（第 25回メジャードナー） 

・鈴木豊成会員（第３回マルチプル） 

・鈴木昭弘会員（第１回米山功労者） 

５．ハイライト米山１８８号がメールで届く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【幹事報告】            臼井 勉 副幹事 

◆例会変更 

◎川崎高津ＲＣ  

○12月 10日（木）⇒夜間例会に変更 年末家族会  

○12月 17日（木）⇒18日（金）移動例会に変更  

○12月 24日（木）、31日（木） 休会 

◎川崎高津南ＲＣ 

○12月 14日（月）⇒18日（金）移動例会に変更  

○12月 21日（月）年末家族会 点鐘 18：00    

○12月 28日（月） 休会 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1127回 例会記録 平成 27 年 11月 20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 

 

鈴木憲治会員（第 25回メジャードナー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木豊成会員（第 3回マルチプル） 

 

 

 
  

 



◎川崎西北ＲＣ  

○12月１７日（木）移動例会 年末家族会 屋形舟（品川）  

○12月 31日（木）、1月 7日（木） 休会 

◎神奈川ＲＣ  

○12月 21日（月）夜間移動例会 クリスマス家族会 

○12月２８日（月）、1月 4日（月）、11日（月）休会 

○1月 25日（月）夜間例会 18：30点鐘  

◎横浜マリーンＲＣ  

○12月 17日（木）夜間移動例会 クリスマス家族例会 

○12月 24日（木）、31日（木） 休会 

◎川崎とどろきＲＣ  

○11月 30日（月）、12月 7日（月）移動例会 12：30点鐘  

○12月 14日（月）年忘れ家族会 17：50点鐘  

○12月 28日（月）休会 

◎川崎中ＲＣ 

○12月 1日（火）移動例会 12：30点鐘 エポック中原 7Ｆ  

○12月 8日（火）年忘れ家族会 17：30点鐘  

○12月 8日（火） 休会 

◆例会変更 

◎川崎高津ＲＣ 第 995回(10/7)～第 999回(11/4)  

【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 

1127回 25 18 7  72％ 

1126回 25 12 13 × 100％ 

1125回 25 18 7 7 100％ 

【ニコニコ委員会】        佐々木 範行 委員長 

 第 1127回(件数) 合 計 

ニコニコ    17件 ￥17,000 

◎当クラブ 

◆鈴木豊成会長【地区大会お疲れ様でした】                     

◆大野 勉会員【水曜日、日立の電気屋仲間のゴルフで優勝      

しました】 

◆梶 俊夫会員【ごぶさたです】 

◆鈴木眞一会員【親睦炉辺おつかれさまでした】 

◆青戸 慶太会員 ◆臼井 勉会員 ◆宇津木茂夫会員  

◆梅澤 馨会員 ◆親松 明会員 ◆川崎 航会員  

◆佐々木範行会員 ◆鈴木 憲治会員  ◆長瀬敏行会員 

◆森 茂則会員 ◆森 啓伊会員 ◆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す。 

【社会奉仕委員会】          青戸 慶太 委員長 

11月 27日の社会奉仕活動は、清掃活動のためグリーンの 

ジャンパー着用をお願いします。 

当日雨天の場合は中止となります。 

【青少年委員会】             大野 勉 委員長 

30歳までの知り合いの方へ、「ライラ」にご出席お願いします。 

【プログラム委員会】         長瀬 敏之委員長 

来週 11月 27日は例会を 30分で切り上げて、13時にホテル

モリノへ移動し、新百合ヶ丘駅近辺の清掃をします。当日もし

雨天の場合は中止し、会員ショート卓話に変更となります。次

の順番の方は心得ておいてください。 

【会員ショート卓話】 

[５回目] 大野 勉 会員 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

・2020年までに、現在の電球や水銀灯をＬＥＤ照明に 

すべて切り替えて、販売品もなくなります。 

・山梨へゴルフによく行くのですが、今回優勝しました。 

[６回目] 親松 明 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先月、入会３年未満の会員７名、梅澤会員と私の計 9名

で百合丘 RC へメーキャップツアーをしました。他クラブ

へ出席するとそれぞれの特徴が分かり、興味深いものがあ

ると思います。（第 1124回会報に川崎会員の報告明記） 

よく台湾へ行くのですが、台湾のクラブにも出席しまし

た。大変丁重に迎えてくれて、言葉は分かりませんが日本

語の出来る会員さんがそばについて説明してくれました。 

またソングがバラエティー豊かでした。 

皆さんもぜひ他クラブへのメーキャップをお勧めします。 

 

 

 

 

 

 

【四つのテスト】             長瀬 敏之 会員 

【点  鐘】             鈴木 豊成 会長 

【会報委員会】               文責：蓬田 忠 

 

 

 


