
第１１３０回例会 １２月１１日（金）会員卓話（志村幸男宮司） ホテルモリノ 

第１１３１回例会 １２月２１日（月）クリスマス家族会     ホテルモリノ 

第１１３２回例会 １月  ８日（金）新年移動例会       リストランテ・アベーテ 

 

 

【点 鐘】              鈴木 豊成 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【ソング】               森 啓伊 SAA委員長 

   国歌 『君が代』 

ロータリーソング『奉仕の理想』 

【ゲスト・ビジター紹介】           鈴木 豊成 会長 

  米山奨学生 孫 世薫 君 

【会員誕生日】【奥様誕生日】   鈴木 眞一 親睦委員長 

  【会員】 老沼 純会員（12月4日） 

【奥様】 梶  俊夫会員婦人 昭子様 （12月18日） 

【結婚記念日】 山下俊也会員 (12月12日) 

【理事・役員会報告】         鈴木 豊成 会長 

１． 桐光学園高校サッカー部全国大会出場お祝いの件 

前回同様お祝い￥30,000 〈承認〉 

２． クリスマス家族会の件 

別紙の通り。「ソレイユ川崎」の方とウェブデザイナー 

橋本氏を招待する。プレゼントは会員一人一個、 

五大奉仕委員長は別途一個用意する。〈承認〉 

３． 新年例会の件 

１月８日、リストランテアベーテにて。理事役員会は 

17：30～18：00、例会 18：00～、会費￥3500 〈承認〉 

４． その他 

① 12 月 18 日、川崎西ＲＣ周年行事に会長幹事出席。お

祝い金として一人一万円。〈承認〉 

② 清掃活動の際のモリノ駐車料金について。原則は個人

払い（各人が余っている券を使う） 〈承認〉 

③ ２月の創立記念日については、１月の理事役員会で討     

議する。〈承認〉 

 

 

 

 

 

 

 

【会長報告】            鈴木 豊成 会長 

１． ガバナー事務所より   

ＲＹＬＡ募集期間が 12月 18日までに延長されたとの案内 

２． ＲＩ日本事務局より  会員の入退会情報はオンラインで報

告するようにとのことです。ＲＩ本部より  「入会候補者情

報プログラムご案内」がオンラインで届く。 

３． 川崎百合丘ＲＣよりクリスマス会の案内 

12月 22日（火）点鐘 18：00 ホテルモリノ 

４． 川崎高津南ＲＣより年末家族会の案内  12 月 21 日（月）

点鐘 18：30 ホテルＫＳＰ ※当クラブのクリスマス会と同日 

５． 川崎宮前ＲＣより  第２５９０地区 第１・第２・第３グルー

プ ＩＭの案内    ２月９日（火） 登録 14：00～ 点鐘

15：00 エポック中原大ホール 

６． フィリピン育英会バギオ基金より 

2014年度事業報告書と基金への寄付のお願い 

７． 芸術の街研究会より 文化の風コンサートのお知らせ 

平成 28年４月４日（月）14：00～ 麻生市民館大ホール 

平成 28年４月６日（月）18：00～ 多摩市民館大ホール 

【幹事報告】             鈴木 昭弘 幹事 

◆例会変更 

◎川崎西ＲＣ 1月 1日（金）⇒休会 

◎川崎マリーンＲＣ  1月 7日（木）新春４クラブ合同例会  

点鐘 12：30 川崎日航ホテル 

１月２１日（木）夜間合同例会に変更 18:00 サンピアン川崎 

◎川崎南ＲＣ 

12月 22日（火）クリスマス会 点鐘 18：30 川崎日航ホテル 

12月 29日（火）、1月 12日火）休会 

 

 

 

 

 

 

 

第 1129回 例会記録 平成 27 年 12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 

 



1月 5日（火）⇒1月 7日（木）新春４クラブ合同例会  

点鐘 12：30 川崎日航ホテル 

1月 26日（火）夜間移動例会 18：30～横浜ロイヤルＰホテル 

◎横浜あざみＲＣ 

 12月23日（水）⇒22日（火） クリスマス例会 点鐘12：30 

ホテルニューグランド   12月30日（水）休会 

※今週の「タウンニュース」に先週の社会奉仕活動の記事が掲  

載されています。 
 

【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 

1129回 25 21 4  84 

1128回 25 20 5 3 88 

1127回 25 18 7 7 100 
 

【ニコニコ委員会】     青戸 慶太 社会奉仕委員長 

 第 1129回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    21件 ￥21,000 
 
●当クラブ  

◇鈴木豊成 【カゼが治りません、皆さん気をつけましょう】 

◇鈴木昭弘 【寒くなりました】 

◇梅沢 馨  【今年も一ヶ月切りました】 

◇梶 俊夫  【大豆の収穫を行っています】 

◇鈴木憲治  【喉の風邪にやられました】 

◇長瀬敏之  【寒くなりました。風邪に注意してください】 

◇山下俊也  【久しぶりの出席です】 

◇青戸慶太会員 ◇臼井勉会員 ◇宇津木茂夫会員 

◇大野勉会員 ◇親松明会員 ◇川崎航会員 

◇君塚毅会員 ◇佐々木範行会員 ◇佐藤忠博会員 

◇志村幸男会員 ◇鈴木眞一会員 ◇森茂則会員 

◇森啓伊会員 ◇雪井洋子会員 

以上、ありがとうございました。 
 

【米山記念奨学】     鈴木 憲治 国際奉仕委員長 

 1129回（件数） 合計 

米山記念奨学 4件 ¥40,000 

◇鈴木憲治会員【風邪がようやく治りかけました】 

◇梅澤 馨会員【今年もあとわずかになりました】 

◇鈴木昭弘会員 ◇君塚毅会員  有難うございました。 

 

【ロータリー財団】    鈴木 憲治 国際奉仕委員長 

 1129回（件数） 合  計 

Ｒ.財団. 3件 ¥36,000 

◇鈴木憲治会員【風邪がようやく治りかけました】 

◇梅澤馨会員 ◇鈴木昭弘会員  有難うございました。 

【プログラム委員会】        長瀬 敏之 委員長 

12月のプログラム予定  

＊4日 クラブ国際奉仕委員長会議報告 ＊11日 会員卓

話（志村幸男宮司） ＊18日⇒21日（月）に変更 クリスマス

家族会 ＊25日は休会 

【親睦委員会】             鈴木 眞一  委員長 

  クリスマス会のプレゼント品を用意してください。 

 

 

 

 

 

【クラブ国際奉仕委員長会議報告】 

 

         

                              

 

 

 
 

11月27日（金）に、メモワールプラザソシア２１にてクラブ国

際奉仕委員長会議が行われました。15：00より開会挨拶、

出席者紹介に続き、ガバナー挨拶、地区委員長挨拶、アン

ケート調査報告が行われました。 

次に「国際奉仕のニーズ発掘とその事例」３例のうちの１例

として、〈ベトナム日本語学校支援〉についての約25分間の

講演を行いました。 

現地採用米山奨学生ミアンさんとの出会い、帰国後の彼女

が勤務しているフエ大学への支援などを講演しました。 

以下はその講演内容の資料（抜粋）です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木 憲治     

国際奉仕委員長 

 

川崎麻生ロータリークラブ 「年次総会」 

会員総数２５名 出席者２１名 委任状提出者３名 

指名委員会 梅澤馨委員長の「次年度(2016-17)の役員

および理事候補者」報告に基づき採決、賛成会員の挙手

により可決されました。 

 

 

 



 

【四つのテスト】          志村 幸男 会員 

【点  鐘】             鈴木 豊成 会長 

【会報委員会】               文責：森 茂則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


