
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１１４６回例会  ４月２２日(金)  会員ショート卓話               百合ヶ丘カントリー倶楽部 

 

                          

 

 

【点 鐘】              鈴木 豊成 会長 

【例会場】                ホテルモリノ 

【ソング】              鈴木 眞一 SAA委員 

    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 

 ご入会予定者 藤本 隆 様 

  元米山奨学生 ホ・ダン・ミアン 様 

【会員・奥様誕生日・結婚記念日】 鈴木 眞一 親睦委員長 

  【会員】碓井 美枝子会員（4月 4日） 

   森 啓伊会員（4月 24日） 

  【奥様】佐藤忠博会員夫人 成子様（4月 13日） 

   鈴木昭弘会員夫人 里香様（4月 22日） 

   親松明会員夫人 恵美子様（4月 23日） 

  【結婚】森 啓伊会員（5日）親松 明会員（7日） 

      蓬田 忠会員（10日） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【理事・役員会報告】          鈴木 豊成 会長 

１．新会員承認の件 

藤本隆様。さらしの結果異議なし、入会式は４月１５日 

 

 

 

 

 

 

 

２．米山梅吉記念館 100円募金の件 

ニコニコの特別会計より供出。 

３．大村東 RC20周年記念行事参加費用の件 

会費はクラブより供出。ほかに２０周年として柿ワインを１ダ

ース ホテルに届ける。別途祝金は確認。 

４． フエ大学スピーチコンテストの景品贈与の件 

電子辞書２台を贈呈。他に長瀬会員夫人よりキルト 20 枚

を寄付したいとの申し出。 

５． 卓話依頼の件 

（案）５月１３日 東電柏崎原発副所長 

６． 25周年行事実行委員長の件 

パスト会長会を４月９日 18：00 志村会員宅にて開催。 

７． その他 

川崎百合丘 RCより歌舞伎観劇のお誘い。５月１７日 10時

30分歌舞伎座。費用 18,000円 

【会長報告】              鈴木 豊成 会長 

1．4月のロータリーレート   

１ドル＝１１６円（3月と同様） 

２．米山梅吉記念館より 

・賛助会員登録（一名 3000円）のお願い 

・100円募金お願い・春季例大祭の案内 

３．アルテリッカしんゆりより 2016公演の招待申込書が届く。 

 

※川崎会員へ 

次期カウンセラー 

の委嘱状を渡す。 

 奨学生：李 奕萱 

（リ・イシン） 

 学校名：明治大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1143回 例会記録 平成 28 年 4月 1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 

 

 
代表して 

親松明会員挨拶 

 
 

 



【幹事報告】             鈴木 昭弘 幹事 

◆川崎高津南 RC例会変更 

 ・４月４日（月）⇒３日（日）移動例会 地区研修協議会参加 

・４月１８日（月⇒１６日（土） 献血運動 

【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 

1143回 24 19 5  79.2％ 

1142回 25 22 3 0 88.0％ 

1141回 25 17 8 6 92.0％ 
  

【ニコニコ委員会】     青戸 慶太 社会奉仕委員長 

 第 1143回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    19件 ￥19,000 

●当クラブ 

◇鈴木豊成会長【ミアンさんようこそいらっしゃいませ！】  

◇鈴木昭弘幹事【明日は麻生川桜まつりイベント日です！】 

◇梅澤 馨会員【ミアン元気？！】 

◇大野 勉会員【ミアンしばらくです】 

◇親松 明会員【初もの食べて長生きできそうです。ありがとう

ございました】 

◇佐藤 忠博会員【佐々木さん御苦労様です】 

◇志村 幸男会員【ミアンようこそ】 

◇長瀬 敏之員【桜満開、明日麻生川桜まつり おまちしてい

ます】 

◇山下 俊也会員【ミアンさんようこそ！】 

◇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 ◇川崎 航会員 ◇佐々木 範行会員 

◇鈴木眞一会員 ◇花輪 孝一会員 ◇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した。 

【ロータリー財団】         碓井 美枝子 委員長 

 第 1143回(件数) 合 計 

Ｒ 財 団    4件 ￥46,400 

◇鈴木 昭弘会員 【ミアンさんようこそ！】 

◇梅澤 馨会員  【庭の桜が満開です】 

◇臼井 勉会員 ◇碓井 美枝子会員 

【米山記念奨学金】           雪井 洋子 委員長 

 第 1143回(件数) 合 計 

米 山 奨 学 金    4件 ￥40,000 

◇鈴木 豊成会員 【ミアンさんの来訪を祝して】 

◇鈴木 昭弘会員 【ミアンさんようこそ！】 

◇志村 幸男会員 【ミアンさんようこそ】 

◇梅澤 馨会員  【桜が満開です】 

以上、ご協力ありがとうございました。 

【2016-17年度会長方針（案）】   志村幸男会長エレクト 

当クラブ 五つの輪（和）の方針 

１．家族の輪 

絆を深め和やかに心を通わせよう 

２、地域の輪 

地域社会に根差した、子供から 

大人まで世代を超えた活動の中 

から会員増強につとめよう。（純増２名） 

３．支援の輪 

・支援の気持ちが途切れることなく発進しよう。 

・被災地ロータリークラブと、災害時相互支援協定を結ぼう。 

４、人類の輪 

・ロータリーの人道的奉仕、ポリオ撲滅に協力しよう。 

・米山記念事業、ロータリー財団の理解と寄付に協力しよう。 

５．ロータリー奉仕の輪 

・五大奉仕を各委員会が他の委員会と連携を取り、相乗効

果のもと、より良い奉仕ができるよう努めよう。  

・卓話バンクを利用して、視野を広げよう。 

・継続事業をつなげよう。 

≪元米山奨学生スピーチ≫           ホ・ダン・ミアン 

 

 

 

 

 

 

皆さま こんにちは。元米山現地採用奨学生ミアンです。無

事に３年間の日本での留学を終えてベトナムに帰国しました。

帰国してすぐに子供ができて、女の子で今２才になりました。

子供が生まれて半年後にフエ外国語大学 日本語学科 副

学部長として仕事に戻り、学生の留学サポートなどをしてい

ます。皆様、お変わりなくお若くて、元気そうな様子で良かっ

たです。 

今回、提携している新潟の長岡大学に編入予定の４名の学

生の引率で日本に来ました。明日は麻生川の桜見物をする

予定です。明後日から提携している大阪の日本語学校へ行

き、5 日に帰ります。 

4 月 10 日に「フエ日本語スピーチコンテスト」がありますので、

初級と中上級の優勝者に景品をあげたいと思います。 

フエのお土産でコーヒーを持ってきました。飲みながら思い

出していただけると嬉しいです。皆様どうぞお元気で。またフ

エに来てくださると有難いです。 

【四つのテスト】           蓬田 忠 会員 

【点  鐘】            鈴木 豊成 会長 

【会報委員会】            文責：宇津木 茂夫 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長瀬会員奥様のキルト 20枚プレゼント 

 

電子辞書２台を贈呈（鈴木豊成会長） 
 

 

大野会員からプレゼント 

元米山奨学生 

ミアンさんを迎えて 

2016年 4月 1日 

 

 


