
第１１４３回例会 ４月 １ 日（金）理事役員会           ホテルモリノ 

第１１４４回例会 ４月 ８ 日（金）社会奉仕活動（麻生川清掃活動） 花見例会「焼肉游輪」18：00～ 

第１１４５回例会 ４月１５日（金）会員ショート卓話        百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第１１４３回例会 ４月 １ 日（金）理事役員会           ホテルモリノ 

第１１４４回例会 ４月 ８ 日（金）社会奉仕活動（麻生川清掃活動） 花見例会「焼肉游輪」18：00～ 

 

 

 

【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】              梅澤 馨  SAA委員               

四つのテスト 

【ゲストビジター紹介】          鈴木 豊成 会長 

東京山王ＲＣ 山崎 恵美子 様 

【会長報告】              鈴木 豊成 会長 

１． ロータリー米山記念奨学会より 

① 次年度奨学生カウンセラーへの委嘱状が届く。（次回

４月１日例会にて渡す） 

② 終了奨学生のカウンセラー対象アンケート依頼が届

く。※4/30まで 

③ ファイル共有サービスのログイン手順の案内 及び 

パスワードリセットのお知らせ が届く。 

２． ガバナー事務所より   

① 2017-19 ロータリー平和フェロー募集の案内 

② 麻薬・覚せい剤撲滅関連の冊子、 献血関連ポスタ

ー、 田中作治氏のことを書いた本 

及び 国際基督教大学「東画崎潔記念ダイヤログハ

ウス」への募金要請 が届く 

【幹事報告】             鈴木 昭弘 幹事  

◆例会変更 

○川崎西ＲＣ  

・4月 29日（金）、5月 6日（金）定款休会 

○川崎幸ＲＣ  

・4月 29日（金）、5月 6日（金）定款休会 

・6月 24日（金）夜間例会 18：00点鐘（最終例会） 

 

 

 

 

 

 

 

○新川崎ＲＣ  

・3月 30日（水）、5月 4日（水）休会 

・4月6日（水）夜間移動例会 17：45点鐘 中国料理「太      

陽軒」 

・6月 22日（水）～23日（木）最終一泊例会 

◆会報着 

○川崎北ＲＣ  

第 2687号（9月 16日）～第 2708号（3月 19日） 

○川崎中原ＲＣ 

第 1327号（9月 24日）～第 1347号（3月 3日） 

◆大村東ＲＣの 20周年行事には、会長、幹事、鈴木憲治会員、

大野会員の 4名で参列してきます。（後日、長瀬会員追加） 

◆社会奉仕活動案内 

 清掃活動 日時 ４月８日（金）１７時から 

 移動例会 日時 ４月８日（金）１８時から 

会場 焼肉「遊輪」 

【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 

1142回 25 22 3  88％ 

1141回 25 17 8 7 96％ 

1140回 25 22 3 3 100％ 

【ニコニコ委員会】         長瀬 敏之 会員 

 第 1142回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    22件 ￥22,000 

●当クラブ 

◇鈴木豊成  【３月２０日 孫君の卒業式に行ってきました。

とても良かったです】 

 

 

 

 

 

 

第 1142回 例会記録 平成 28 年 3月 25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 

 



◇鈴木昭弘  【麻生川の桜、2分咲きくらいです】 

◇臼井 勉  【竹の子が出てきました】 

◇大野 勉  【寒い日で桜がかわいそうです】 

◇志村幸男  【PETSに行ってきました】   

◇鈴木憲治  【孫君の卒業式に出席しました】 

◇長瀬敏之  【寒いので、まーだだよ】 

◇青戸慶太会員  ◇宇津木茂夫 ◇梅澤 馨会員  

◇親松 明会員 ◇老沼 純会員 ◇川崎 航会員 

◇佐々木範行会員 ◇佐藤忠博会員 ◇鈴木眞一会員 

◇花輪孝一会員 ◇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 

ご協力有難うございました。 

【ＰＥＴＳ報告】             志村 幸男 会長エレクト 

3月 17日（木）～18日（金） 

にメモワールプラザソシア 21 

において会長エレクト研修 

セミナーが行われました。 

以下、そのご報告です。 

2016-17年度のＲＩ会長は 

ジョン・ジャーム氏、テーマ「人類に奉仕するロータリー」です。 

セミナーは「ロータリーとは」に始まり、会長エレクトとの目標達

成について、会長への期待や役割、ガバナーエレクトの地区

の方針などと続きました。 

その後、実務的なことや、会長としての心得や義務・責務、研

修の目的、またロータリーの組織と管理など、を学びました。 

統計として、世界のロータリアンの会員内訳（日本は第３位で

89,349 名）、クラブ数、女性会員数の割合（日本は最下位

5.34％）、１クラブあたりの平均会員数（日本は７位 39 名）など

です。 

1.クラブ基盤の強化と活性化 

（1）組織の見直し （２）長期目標と戦略計画の策定  

（３）会員基盤の強化 

（４）例会やクラブ協議会など諸会合の規律と充実  

（５）研修の充実 

２．奉仕活動の見直し・実践と活性化 

（１）職業奉仕の実践と公共イメージの向上  

（２）各奉仕活動の見直し  

（３）Ｒ米山記念奨学事業の取り組み 

３．人道的奉仕の実践と活性化 

（１）ポリオ撲滅の再認識と人道的奉仕の実践  

（２）Ｒ財団１００周年を祝う 

４．会長賞への挑戦 

高良明ガバナーエレクトの 2016-17 地区方針 

「組織は人なり」、それはロータリーも同様で会員が中心となり、

人生哲学や実践倫理の原理に基づいてサービスを展開する

ものである。一人ひとりの仲間を大切にして友情を分かち合い、

「奉仕の理論が職業及び人生における成功と幸せの基礎」で

あることを本質とします。「奉仕のなかにこそ幸福と平和がある」

ことをよく認識しましょう。また、基本を守りつつ社会の変化に

対応する姿勢も大切なことです。すなわち「不易と流行」、「守

成と変革」の姿勢です。ロータリーの心と原点を見失うことなく

魅力あるクラブに変革活性化し、「クラブ主導」の運動を展開し

て参りましょう。 
 

【会長幹事ご苦労様会について】   志村 幸男 会長エレクト 

5 月 22 日（日）～23 日（月）の日取りで、行先は初島です。熱

海の高速船乗り場に 13：30集合、約 25分で初島に着きます。

宿泊はグランドエクシブ初島の予定です。 

【地区協議会について】             臼井 勉 副幹事 

4月 3日(日)12:30～19:05  場所:溝の口「洗足学園」 

集合 ＪＲ登戸駅改札口 11：00 

【孫世薫君の卒業式に参列】  カウンセラー 森 啓伊 会員 

3月20日、昭和音楽大学の卒業式に鈴木豊成会長、鈴木憲 

治会員と共に参列しました。韓国からお母さんもみえて喜んで 

いました。孫君もクラブの皆さんに感謝しているとのことでし 

た。23日にソウルへ戻ったとメールが入りました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    昭和音楽大学卒業式風景 

 

 

 

【米山記念奨学に関連して】          鈴木 憲治 会員 

元米山奨学生で、現在フエ外国語大学で教鞭をとっているミ 

アンさんが3月28日に学生を連れて来日します。その後、学生 

の引率で新潟へ行き、4月1日の当クラブ例会に出席し、翌日 

はさくらまつりが行われている麻生川の桜見物をするとのこと 

です。4月5日にはベトナム（ダナン）へ帰ります。 

 

【四つのテスト】           老沼 純 会員          

【点  鐘】            鈴木 豊成 会長 

【会報委員会】            文責 森 茂則 

 

 

 

孫君と鈴木豊成会長 

 

 

 

卒業式風景 


