
第１２３３回例会  1月１５日(金)   幹事の日 半期を振り返って         ホテルモリノ 

第１２３４回例会  １月２2 日(金)   移動例会「例会当日誕生日会」     柿生「とん鈴」  

第１２３５回例会  ２月 ５日(金)  理事役員会                  ホテルモリノ 

                          

 

 

【点 鐘】              鈴木 豊成 会長 

【例会場】          リストランテ・アベーテ 

【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 

  川崎高津南ＲＣ  会長 滝田 司 様 

 川崎高津南ＲＣ  幹事 長門はるみ様 

 米山奨学生 孫 世薫 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

【理事・役員会報告】         鈴木 豊成 会長 

１． 25周年実行委員会発足について 

来月の理事役員会までに決定 

 実行委員会発足（委員長及び実行委員） 

２． 1月 22日の誕生日当日祝いについて 

とん鈴にて 本人了承。18：00点鐘 

３． 2月 19日の創立記念例会について 

経堂のうなぎ屋さんにあたる。 

 来週の例会までに決定。予算 5000円程度。 

４． 2月 9日のＩＭについて 

登録開始 14：00 点鐘 15：00  現地集合、解散。 

 

 

 

 

 

 

５． クリスマス会収支   別紙の通り 

６． ホームページ更新の件 

７． 次年度諸計画立案、スケジュールについて 

【会長報告】            鈴木 豊成 会長 

1．１月のロータリーレート   

１ドル＝１２０円（先月と同様） 

２．川崎百合丘ＲＣの小塚良雄会員、叙勲受賞記念祝賀会

の案内 

平成 28年 2月 14日（日）18：00～ ホテルモリノ 

３．川崎新百合芸術祭 2016実行委員会報告が届く 

４．神奈川県地球温暖化防止推進センター 機関紙が届く 

５．年賀状が７，８枚届く。 

６．ロータリー日本事務局より 梅澤会員へ ポールハリ

スフェロー８回目のピンバッジ届く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1232回 例会記録 平成 28 年 1月 8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 

 

 

 
米山奨学生 孫 世薫 君へ 

奨学金授与 

川崎高津南ＲＣ 滝田 司会長（右） 

長戸はるみ幹事（左） 

 

2015 年 12 月 21 日 クリスマス家族会収支 

〈収入の部〉 〈支出の部〉 

会費、祝金 計 760,000 サンタプレゼント 17件 20,448 

例会費 50,000 景品の納豆代 20,520 

親睦委員会予算より 191,506 花代金 51,300 

    その他（帽子等） 1,944 

    心魂の出演料 100,000 

    ホテルモリノ支払 807,294 

合  計 1,001,506 合  計 1,001,506 

 



【幹事報告】             鈴木 昭弘 幹事 

◆例会変更 

 ◎川崎北ＲＣ 

  2月 10日（水）休会 

  2月 24日（水）第２グループ合同例会 18：00点鐘 

 3月 2日（水）移動例会 12：30点鐘 

ヨコハマグランドコンチネンタルＨ 

 ３月 9日（水）移動例会 12：30点鐘  富士通ラウンジ  

◎ 川崎幸 RC 

 2月 9日（火） ＩＭに振替 

  2月 16日（火）休会を⇒通常例会に 

 3月 8日（火）休会 

◆会報着 

 ○川崎とどろきＲＣ 第 801回（8/31）～第 805回（10/5） 

 ○新川崎ＲＣ 第 1002回（11/25）～第 1005 回（12/16） 

 ○川崎中央ＲＣ 第 2077回（9/1）～第 2085 回（11/10） 
  

【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 

1232回 25 22 3  88.0％ 

1231回 25 24 1 1 100.0％ 

1230回 25 20 5 5 100.0％ 
  

【ニコニコ委員会】          大野 勉 会員代行 

 第 1231回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ 会員の分 21件 ￥21,000 
  

 第 1232回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    23件 ￥27,000 

●お客様 

 滝田 司会長、長門はるみ幹事（川崎高津南ＲＣ） 

【今年もよろしくお願いします】 

●当クラブ 

◇鈴木豊成会長 ◇鈴木昭弘幹事  

【明けましておめでとうございます】  

◇志村 幸男会員 ◇山下 俊也会員 【同  上】  

◇梅澤 馨会員 【ようこそ はるひ野へ】 

◇臼井 勉会員 【今年もよろしくお願いします】 

◇大野 勉会員 【同  上】  

◇川崎 航会員 【本年も宜しくお願い致します！】 

◇鈴木 憲治会員 【はるばるきたぜ “はるひ野へ”】 

◇梶 俊夫会員 ◇宇津木茂夫会員 ◇老沼 純会員 

◇親松 明会員 ◇君塚 毅会員 ◇佐々木 範行会員 

◇鈴木眞一会員 ◇長瀬 敏之会員 ◇花輪 孝一会員 

◇森 茂則会員 ◇森 啓伊会員 ◇雪井 洋子会員 

◇蓬田 忠会員         以上、ありがとうございました。 

2016年 

 新年会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【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：宇津木 茂夫 

 

 

 

 

 

 

 

 


