
第１１５０回例会  ６月 ３日(金)  理事役員会・会長の日（1 年振り返って） ホテルモリノ 

第１１５１回例会  ６月１０日(金)  招聘卓話                   ホテルモリノ 

第１１５２回例会  ６月１７日(金)  各委員会年度報告           ホテルモリノ 

                          

 

 

【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】               親松 明 SAA委員 

 ロータリーソング『四つのテスト』 

【会長報告】                   鈴木 豊成 会長 

１． ６月のロータリーレート   １ドル＝１１０円（５月と同様） 

２． 大村東ロータリークラブより 

    周年記念行事参列へのお礼状が届く。 

３． 第３グル―プガバナー補佐より 

    新旧ガバナー補佐と事務局連絡会の案内 

    6月 16日（木）18：00～ ホテル KSP ※出欠 6/2 まで  

４． アルテリッカしんゆりより 

  第５回実行委員会開催のお知らせ 

6月 6日（月）17：30～ 新百合 21ビル地下 2F会議室 

５． 麻生観光協会より  総会の案内 6月 24日（金）15：30～  

麻生市民館 大会議室 ※出欠回答 6/10まで 

６． 芸術の街研究会より 

  ９月の「文化の風コンサート」協力のお願い 

【Ｒ米山奨学会 表彰状とバッジ授与】   鈴木 豊成 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【幹事報告】             鈴木 昭弘 幹事 

◎例会変更 

◆川崎大師 RC 

・6月 15日（水）～16日（木）一泊移動例会  

千葉木更津「竜宮城 ホテル三日月」 

・6月 29日（水）休会 

◆川崎高津 RC 

・6月 2日（木）⇒ 5日（日）多摩川清掃活動 9：00～ 

・6月 30日（木）休会 

◎皆さんにメールでお知らせしましたが、事務所の電話番号

が変わりました。 新番号は、０４４－９５１－１３２２ 

  前の番号は百合丘 RC 専用となりますが、しばらくの間は、

受けられます。 

 

 

 

 

 

 

第 1149回 例会記録 平成 28 年 5月 27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 

 

 

梅澤 馨会員へ 

 
志村 幸男会員へ 

 

臼井 勉会員へ（初回） 



【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 

1149回 25 19 6  76.0％ 

1148回 25 18 7 7 100.0％ 

1147回 25 23 2 2 100.0％ 
  

【ニコニコ委員会】     青戸 慶太 社会奉仕委員長 

ニコニコ  (件数) 合 計 

第 1148回 16件 ￥16,000 

第 1149回 19件 ￥19,000 

●当クラブ 

◇鈴木 豊成会長 「お疲れ様会 ありがとうございました。 

妻にお花有難うございます」 

◇鈴木 昭弘幹事 「おつかれさま会、ありがとうございました！」 

◇碓井美枝子会員 「お疲れ様会 欠席ですみませんでした。

なのにお土産 ありがとうございました 

◇大野 勉会員   「先日はありがとうございました」 

◇梶 俊夫会員  「毎日総会でつかれました」 

◇川崎 航会員  「お疲れ様でした。ゴルフ楽しくプレイでき

ました。ありがとうございます」 

◇志村 幸男会員 「先日はご苦労さんでした」 

◇青戸 慶太会員  ◇臼井 勉会員  ◇宇津木 茂夫会員 

◇梅澤 馨会員  ◇親松 明会員  ◇佐々木 範行会員 

◇佐藤 忠博会員  ◇鈴木 眞一会員  ◇長瀬 敏之会員 

◇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。 

【次年度５大奉仕委員長方針案】      各次期委員長より 

◆クラブ奉仕委員長 森 茂則 

【方針】 

次年度の会長方針をよく理解し、会 

員の皆さんと協力のもと、クラブ奉仕 

を円滑に尽くしていきたいと思います。 

【実施計画】 

１．会員全員卓話 

２．新入会員にとってわかりやすいクラブを目指す。 

３．他の奉仕部門活動を支援する。 

４．各委員会と協力し、会員増強を目指す。 

◆職業奉仕委員長 青戸 慶太 

【方針】 

職業奉仕は自己の職業を通じて、 

社会に奉仕することが目的です。 

すべてのロータリーの奉仕活動 

の基本理念である。 

次年度は、職業奉仕の理念を基に、以下の活動を行う。 

【実施計画】 

１．毎例会において「４つのテスト」を唱和する。 

２．職場訪問を移動例会として実施する。 

３．会員の中から、職業卓話をお願いする。 

４．職業奉仕月間に招聘卓話を実施する。 

◆社会奉仕委員長 川崎 航 

【方針】 

次年度の方針である「全員参加と 

全員協力による地域密着型奉仕 

活動」を実施する。 

【実施計画】 

１． １１月頃に新百合ヶ丘駅周辺 

の清掃活動を行う。 

２．４月に麻生川周辺の清掃活動を行う。 

３．地域に密着した奉仕活動を調査し、実践する。 

◆青少年奉仕委員長 碓井 美枝子 

【方針】 

次世代を担う青少年に指導力養成 

し、社会奉仕活動などの活動を、当 

クラブとしてできることをしていく。 
 

【実施計画】 

１．米山奨学生が、社会奉仕活 

動や親睦活動に積極的に参 

加できるように、カウンセラーと協力して努める。 

２．インターアクト、ローターアクト、RYLAなどできる限り協力す

る。 

※国際奉仕委員長は本日欠席のため、次回に行う。 

【拡大増強セミナーについて】   佐藤 忠博 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

【四つのテスト】           梶 俊夫 会員 

【点  鐘】             鈴木 豊成 会長 

【会報委員会】             文責：宇津木 茂夫 

 

 

  

 

５月１９日に開かれた拡大増強セミ

ナーに会長と共に行ってきました。

セミナーのＤＶＤがありますので、６

月１０日にスクリーンを使って披露し

たいと思います。 

また、職業分類の内容を収めたメモ

リーがありますので、次年度の委員

長に使っていただきたいです。 

 

 


