
第 1134回例会 １月２２日（金）移動例会(例会当日誕生日祝) 柿生「とん鈴」 

第 1135回例会 ２月 ５日（金）理事役員会⑧   ホテルモリノ 

第 1136回例会 ２月１２日（金）９日（火）のＩＭに振替  エポック中原 

 

 

 

 

【点 鐘】              鈴木 豊成 会長 

【例会場】             ホテルモリノ８Ｆ 

【ソング】              森 啓伊 SAA委員長 

ロータリーソング『我等の生業』 

【会員誕生日】【奥様誕生日】   鈴木 眞一 親睦委員長 

  【会員】 親松 明   会員（１月 3日生） 

     臼井 勉   会員（1月 6日生）  

    青戸 慶太  会員（1月 17日生） 

    鈴木 昭弘  会員（1月 26日生） 

  【奥様】 長瀬 敏之  夫人 美紀子様（1月 2日生） 

山下 俊也  夫人 紀美子様（1月 3日生) 

森 啓伊    夫人 康子 様（1月 31日生) 

【会長報告】             鈴木 豊成 会長 

１．会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）の案内 

３月１７日（木）13：00～17：00 （12：30登録開始） 

  ３月１８日（金）13：00～18：00 （17：00～懇親会 

  メモワールプラザソシア２１ 

２．ハイライト米山１９０号が届いています。 

３．桐光学園高校サッカー 全国大会出場支援のお礼が届く。 

【幹事報告】              鈴木 昭弘 幹事 

◆例会変更 

◎川崎中央ＲＣ 

■1月 25日（月）夜間例会⇒通常例会に   

12：30点鐘 サンピアン川崎 

■2月 8日（月）⇒9日（火）ＩＭに参加 

◎川崎マリーンＲＣ 

■2月 18日（木）創立 23周年記念例会  

18：30点鐘 サンピアン川崎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

◎川崎高津南ＲＣ 

■2月 1日（月）夜間例会  

18：30点鐘 招聘卓話 高津警察署 生安課長 

■2月 8日（月）⇒9日（火）ＩＭに参加 

■2月 29日（月）移動例会 ボウリング大会 ＠ラウンドワン 

◎横浜あざみＲＣ 

■１月２０日（月）移動例会「職業を語る会」  

12：00点鐘 市立あざみ野中学校 

■１月２７日（月）移動例会「職業を語る会」  

12：00点鐘 市立すすき野中学校  

（夜間）７クラブ合同例会 18：15点鐘 新横浜国際ホテル 

◎川崎西北ＲＣ 

■２月４日（木）ＩＭのため休会  

■２月９日（火）ＩＭ参加移動例会 川崎市総合福祉センター 

■２月１１日（木）祭日休会 

※麻生区メール配信システムに登録をすると、地域の犯罪や災害な

どの情報が送られ、より安心・安全なまちづくりに役立ちます。 

 

 

 

 

 

 

 

［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 

 

今月誕生日の会員と奥様が誕生日の会員： 

臼井会員、青戸会員、山下会員、親松会員、

森啓伊会員、鈴木昭弘会員、長瀬会員 

第 1133回 例会記録 平成 28 年 1月 15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 

 
代表して挨拶をする 

親松会員 



【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 

1133回 25 21 4  84.0％ 

1132回 25 22 3 1 92.0％ 

1131回 25 24 1 1 100％ 

 

【ニコニコ委員会】     青戸 慶太 社会奉仕委員長 

 第 1133回(件数) 合 計 

ニコニコ 21件 ￥21,000 

●当クラブ 

◇鈴木豊成会長【寒いですのでカゼに注意しましょう】 

◇鈴木昭弘幹事【明日都筑公会堂でサックス 130名での本

番です！】 

◇大野 勉 会員【来週夜会休みます】 

◇梶 俊夫 会員【寒いですネ】 

◇佐藤 忠博会員【みなさん明けましておめでとうございます】 

◇鈴木憲治会員 【インフルエンザが流行のようです！】 

◇長瀬 敏之会員【来週お休みします】 

◇青戸 慶太会員 ◇臼井 勉会員 ◇碓井 美枝子会員 

◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤 馨会員 ◇老沼 純会員 

◇親松明会員 ◇川崎 航会員 ◇君塚 毅会員  

◇佐々木 範行会員 ◇鈴木 眞一会員 ◇森 啓伊会員  

◇山下 俊也会員 ◇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 

 第 1133回（件数） 合  計 

Ｒ.財団. ５件 ¥60,000 

◇鈴木昭弘会員 

【明日 横浜サクソフォンアンサンブルの演奏会に出演しま 

す。総勢 130名、プロ・アマ混合の演奏会です】 

◇鈴木豊成会員 ◇鈴木憲治会員 ◇梅澤馨会員 

◇親松 明会員      

☆ご協力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 

 第 1133回（件数） 合 計 

米山記念奨学 6件 ¥70,000 

◇鈴木豊成会員【カゼが良くなりました】 

◇鈴木昭弘会員【明日 横浜サクソフォンアンサンブルの

演奏会に出演します。総勢 130.名、プロ・

アマ混合の演奏会です】 

◇梅澤 馨会員【新年お目出とうございます】      

◇鈴木憲治会員 ◇親松 明会員 ◇臼井 勉会員 

☆ご協力ありがとうございました。 

【半期を振り返って】    鈴木 昭弘 幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は入会して２年７ヶ月目でクラブの幹事を拝命いたしまし

た。正直全くの知識不足・経験不足であることは痛感しており

ましたが、会長を初め会員の皆様のご指導のおかげを持ちま

して、どうにかこの半年間を乗り切ることができました。この場を

お借りしまして改めて感謝申し上げます 

さて、この大役を拝命しました際、私はいくつかの課題を自

身に課しました。一つは、のんびり屋でアバウトな自身の性格

を見直すことでありました。またもう一つは、幹事の役職を通し

て会員さんとコミュニケーションをさらに増やすこと、そして他の

クラブの方とも積極的に親交を持とうということでした。 

そして、昨年３月に行われました地区研修・協議会にてアド

バイスいただきました「幹事とは会長の手足になり、常にクラブ

内を見渡してアンテナを張り巡らすこと」を教訓に、さらなる精

進を重ねていく所存です。 

この半期を順を追って振り返ると、様々なイベントや会議に

おいて大変勉強させていただきました。今後の指針となるべく

心新たに残りの半年を全うして、皆さんと共に明るく、楽しく活

動が出来ますように努力してまいります。 

鈴木豊成会長が年頭に掲げた、３年後会員３０名を目指す

という目標に、年度内で少しでも近づきたいと考えております。

５人組を有効に使い、会員増強に是非お力添えをお願い致し

ます。 

最後になりましたが、自身のことを少々お話させて頂きます。

幹事就任してのち、人間ドックで健康に問題があることが発覚

しましたが、投薬と食事、運動のおかげでほぼ、健常者と変わ

らない体に戻ることができました。体重も当初から１０キロほど

落ちましたが、決して幹事の仕事がきつかったとか、ストレスと

プレッシャーで不健康なやせ方をしたというわけではないとい

うことをお伝えいたします。どうぞこの後も会員の皆様のご支

援・ご指導を宜しくお願い致します。 
 

【四つのテスト】          佐々木 範行 会員 

【点  鐘】             鈴木 豊成 会長 

【会報委員会】             文責：宇津木 茂夫 

半年で１０㌔のダイエットを成功させた鈴木昭弘幹事 

 


