
第 1151回例会 ６月１０日（金）招致卓話（予定）       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 

第 1153回例会 ６月２４日（金）最終例会           ホテルモリノ 

 

 

 

【点 鐘】              鈴木 豊成 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【ソング】               梅澤 馨  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 

◆鈴木克明様（川崎西ＲＣ・第３Ｇガバナー補佐） 

 

 

 

 

 

  

◆鈴木文夫様（川崎百合丘ＲＣ・次年度第３Ｇガバナー補佐） 

 

 

 

 

 

  ◆米山留学生 李奕
い

萱
しん

さん 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会員誕生日】【奥様誕生日】   鈴木 眞一 親睦委員長 

  【会員】 蓬田 忠 会員(6月2日) 

  大野 勉 会員(6月19日)   

【奥様】  藤本 隆 会員夫人 さやか様（6月6日） 

青戸 慶太会員夫人 聖美様（6月25日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第12回理事・役員会報告】          鈴木 豊成 会長 

１．新旧引き継の件 

次年度プログラムにつて、6／10に次年度の予定が決定。 

任意の休会は4回、祝日・お盆は休会。 

２．その他 

  10／18（火）地区大会チャリティーゴルフのお手伝い（全員） 

 ＊別途クラブ予算についての説明 

 ＊月初めに行うロータリーの友の記事紹介が今年度はなか

ったので、次年度は行うようにする。 

【会長報告】             鈴木 豊成 会長 

１．ガバナー事務所より 

①2014－15年度 年次報告書が届く。 

②ロータリー財団資金 推進へのお願い。 

 

 

 

 

 

 

 

第 1150回 例会記録 平成 28 年 6月 3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：044-951-1322 

［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：044-951-1322 

［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：044-951-1322 0R 移動例会 

 

 
蓬田会員、大野会員、藤本会員、青戸会員 

 

 

 



２．あさお区民まつり実行委員会より 実行委員会開催のお知

らせ。 

  第一回 6月13日（月）17：00～  麻生市民館 大会議室 

  第二回 9月14日（水）17：00～  麻生市民館4F会議室 

３．麻生文化協会より 会報「かしむら」60号が届く 

４．ロータリー財団より 

  鈴木昭弘会員へ ポールハリスフェローのピンバッチが届く 

  

 

 

 

 

  

 

               鈴木昭弘会員 

【Ｒ米山奨学会 表彰状授与】    鈴木 豊成 会長 

 

 

 

 

 
 
 

鈴木憲治会員 

【幹事報告】             鈴木 昭弘 幹事 

◆なし 

【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 

1150回 25 23 2  92％ 

1149回 25 19 6 4 92％ 

1148回 25 18 7 7 100％ 
 
 

【ニコニコ委員会】     青戸 慶太 社会奉仕委員長 

 第 1150回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    25件 ￥30,000 

●お客様 

◇鈴木克明様（川崎西ＲＣ） 

 【本日はガバナー補佐の新旧引き継ぎのあいさつに参りまし

た。次年度ガバナー補佐の鈴木文夫さんをよろしくお願い

します。】 

◇鈴木文夫様（川崎百合丘RC） 

 【次年度ガバナー補佐の鈴木文夫です。よろしくお願いいた

します。】 

●会員 

◇鈴木豊成会長【鈴木ガバナー補佐、鈴木次年度ガバナー

補佐ようこそいらっしゃいました。】                  

◇鈴木昭弘幹事【新旧ガバナー補佐 ようこそ！】 

◇臼井勉会員【あついです】 

◇大野勉会員 【鈴木ガバナー補佐、鈴木次年度ガバナー補

佐ようこそいらっしゃいました。】 

◇親松明会員【鈴木ガバナー補佐、鈴木次年度ガバナー補

佐ようこそいらっしゃいました。】 

◇志村幸男会員【鈴木ガバナー補佐様、次年度ガバナー補

佐の鈴木文夫様ようこそ。】 

◇鈴木憲治会員【国際大会に行ってきました。】 

◇鈴木眞一会員【鈴木ガバナー補佐、鈴木次年度ガバナー

補佐ようこそいらっしゃいました。】 

◇長瀬敏之会員【鈴木ガバナー補佐、鈴木次年度ガバナー

補佐ようこそいらっしゃいました。】 

◇藤本隆会員【ご無沙汰しており、すいません。】 

◇山下俊也会員 【悪運強し。無事生還しました。】 

◇青戸慶太会員 ◇宇津木茂夫会員 ◇森茂則会員 

◇梅澤馨会員 ◇佐々木範行会員 ◇蓬田忠会員 

◇碓井美枝子会員◇梶俊夫会員 ◇森啓伊会員 

◇雪井洋子会員 ◇佐藤忠博会員 ◇花輪孝一会員 

以上、ご協力ありがとうございました。   

【ロータリー財団委員会】     碓井 美枝子 委員長 

 1150回（件数） 合  計 

Ｒ.財団. 4件 ¥44,000 

◇鈴木豊成会員【後1ヵ月頑張ります】 

◇鈴木昭弘会員【あと1ヶ月、ラストスパートです！】 

◇鈴木憲治会員【ソウル国際大会に行ってきました。】 

◇梅澤馨会員      ご協力有難うございました。   

【米山記念奨学委員会】       雪井 洋子 委員長 

 1117回（件数） 合計 

米山記念奨学 ４件 ¥40,000 

◇鈴木豊成会員 【後少し頑張ります】 

◇鈴木昭弘会員 【あと１ヶ月、ラストスパートです！】 

◇志村幸男会員 【本年度、次年度両鈴木ガバナー補佐、

ようこそ】 

◇鈴木憲治会員 【国際大会に行ってきました。孫君に会っ

てきました。６/１より就職が決まりました】 

◇梅澤 馨会員 

◇親松 明会員      ご協力有難うございました。 

 

【プログラム委員会】        長瀬 敏之 委員長 

6月10日 卓話でしたが、佐藤会員参加の増強セミナー

にて配布されたDVDの上映があります。 

6月17日  各委員会年度報告  6月24日  最終例会 

 

 



【一年を振り返って】          鈴木 豊成会長 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長の職も残り１か月となりました。皆様のお陰でこれまで無

事にやって来られ、大変感謝申し上げます。 

会員につきましては大変残念ですが、当初は２６名でしたが現

在は２５名、個人的理由から２名減で１名増となっております。 

昨年７月３日に会長に就任した時は無事に１年間やっていけ

るかどうか不安で一杯でした。前年の１２月に４０年来、毎月ゴ

ルフをやっていたゴルフ仲間の友人が心筋梗塞で亡くなって

しまったからです。点鐘の時思い出して鐘が上手く鳴らなかっ

た事が思い出されます。 

一年間の行事を振り返ってみると 

７月： 

３日、１０日は各委員会の就任挨拶、 

１７日交換留学生マリリンの最後のスピーチ、２６日に帰国 

２４日麻生警察署署長をお招きし卓話、犯罪捜査について 

３１日移動例会 横浜楼にて夜会 

    会長幹事就任祝いと米山奨学生孫君お誕生祝 

    鈴木ガバナー補佐表敬訪問 

８月： 

元米山奨学生 トリスタン君 帰国前近況報告、 

  ２８日ホテルモリノにて納涼会 

９月： 

１１日市民救命士養成講座に参加 AEDの使い方を学ぶ。 

東日本集中豪雨被災地へ義援金を贈る。 

２５日 クラブ協議会 鈴木ガバナー補佐にお越しいただき

開催。 

１０月： 

地区大会ゴルフ６名参加 

  ９日箕田ガバナー公式訪問 

  ２３日職業奉仕委員会にて横田基地へ職場訪問 

１１月： 

１３日～１４日 地区大会  

  ２７日社会奉仕活動 百合ヶ丘駅周辺清掃活動 

 

１２月： 

１９日 川崎西ＲＣ５０周年行事に会長幹事で参加   

２１日クリスマス家族会（ホテルモリノにて） 

     心魂プロジェクトのショーと孫君のラップ 

１月： 

新年例会 アベーテで行う 

２２日とん鈴にてお誕生日会 

２月： 

９日ＩＭ（エポックなかはら） 

１９日川崎麻生ＲＣ創立２４周年記念例会（経堂 寿恵川にて） 

３月： 

４日麻生区長多田様をお招きし卓話「川崎市の今とこれから」 

１１日麻生消防署署長松澤様をお招きし卓話 

     「過去の災害から学ぶ」 

２０日米山奨学生孫君 昭和音大卒業式 

４月： 

１日元米山奨学生 ミアンさんが例会に参加し近況報告 

３日地区研修協議会参加 

社会奉仕活動 麻生川清掃活動 例会は「焼肉ゆうりん」 

１５日藤本隆様の入会式 

大村東ＲＣ２０周年行事参加 

５月： 

今年度米山奨学生 李イシンさんを当クラブで引き受ける。 

柏崎刈羽原子力発電所 林副所長（柏崎東ＲＣ）をお招し 

卓話「発電所の安全対策」 

２２～２３日会長幹事お疲れ様会 グランドエクシブ初島にて 

大変お世話になりました。 
 

色々失敗やら至らない点がございましたが、皆様のご協力を 

感謝致します。 

次年度 志村幸男会長、周年行事等があり大変ですがどうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

【四つのテスト】            志村 幸男 会員 

【点  鐘】             鈴木 豊成 会長 

【会報委員会】              文責：青戸 慶太 

 


