
第１１５５回例会 ７月 ８日（金）就任挨拶 ②          ホテルモリノ 

第１１５５回例会 ７月１５日（金）委員長会議報告         ホテルモリノ 

第１１５６回例会 ７月２２日（金）地区拡大増強・大会ｾﾐﾅｰ報告   ホテルモリノ 

 

 

 

【点 鐘】              志村 幸男 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ソング】             鈴木 眞一 SAA委員長 

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】        志村 幸男 会長 

  ◆米山奨学生  李奕
い

萱
しん

さん 

【会員誕生日】【奥様誕生日】   鈴木 昭弘 親睦委員長 

  【奥様】  花輪 孝一 会員夫人 佳子様(7月18日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第１回理事・役員会報告】          志村 幸男 会長 

１．納涼会の件 

（鈴木昭弘親睦委員長より）8 月 19 日 17：30 より志村会長

宅（琴平神社）で例会、その後庭で、納涼会を行う。８月第

一例会までに詳細を報告する。〈承認〉 

２．会長幹事ご苦労様会の残金の件 

残金(6,551円) 麻生ボックスへ入金する。〈承認〉 

３．あさお区民まつり協賛金の件 

一口 10000円 例年通りこの額で協賛する。〈承認〉 

４．例会について 

今年度は第５例会を休会とし、年 42回の例会とする。（地区

大会振替を除く） 

５．５人組について 

前期、後期、各１回程度の集まりを持つ。 

【会長報告】             志村 幸男 会長 

１．７月のロータリーレート  １ドル＝102円 

 （昨日102円に変更されました。） 

 

 

 

 

 

 

 

第 1154回 例会記録 平成 28 年 7月 1日（金） S.A.A 委員長 鈴木 眞一 

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 

 

 

  
ガベルの引継ぎ         パスト会長会より花束贈呈 

 
左より鈴木昭弘前幹事、鈴木豊成前会長、志村幸男会長、臼井勉幹事 

志村会長より李さんへ奨学金授与 



２．「社会を明るくする運動」麻生区推進委員会より  

街頭啓発キャンペーンのお知らせ 

   7月16日（土）10：30 集合：麻生保健所   

実施場所：新百合ヶ丘駅南口 ※要出欠返信 

３． あさお区民まつり実行委員会より  

協賛についてのお願い  一口：10,000円 

４． NPO法人「かものはしプロジェクト」より  2015年年次報

告が送られる。 

【幹事報告】              臼井 勉 幹事 

◆他クラブより活動計画書届く 

〇川崎宮前RC  〇川崎西RC 

【出席委員会】           雪井 洋子 委員長 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1154回 25 20 5  80％ 

1153回 25 24 1 0 96％ 

1152回 25 20 5 2 88％ 

6月の出席率報告 91％ 

【ニコニコ委員会】          梶 俊夫 委員長 

 第 1154回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    20件 ￥20,000 

●会員 

◇志村幸男会長  【会長としてスタートさせて頂きました。宜し

くお願いします】 

◇臼井勉幹事  【幹事として１年間がんばります】 

◇梅澤馨会員  【志村、臼井年度、頑張って下さい】 

◇大野勉会員  【志村、臼井年度、頑張って下さい】 

◇梶俊夫会員  【志村さん、臼井さん 宜しくです】 

◇佐藤忠博会員 【会長幹事、明るく元気で行きましょう！！】 

◇鈴木昭弘会員 【志村会長、臼井幹事 １年間宜しくお願い

致します！】 

◇鈴木憲治会員  【同上】 

◇鈴木豊成会員  【会長幹事 １年間宜しくお願いします】 

◇長瀬敏之会員【志村会長、臼井幹事  １年間ガンバッ

テ！！】 

◇蓬田忠会員【志村会長、臼井幹事 １年間頑張って下さい】 

◇青戸慶太会員 ◇宇津木茂夫会員 ◇親松明会員 

◇川崎航会員 ◇鈴木眞一会員 ◇藤本隆会員 

◇森茂則会員 ◇森啓伊会員 ◇雪井洋子会員 

     以上、ご協力ありがとうございました。 

【ロータリー財団委員会】      佐藤 忠博 委員長 

 第 1154回(件数) 合 計 

Ｒ . 財 団    5件 ￥61,200 

◇鈴木憲治会員【志村会長、臼井幹事一年間頑張りましょう】 

◇志村幸男会員【会長として１年間務めさせて頂きます。皆様

方のご協力宜しくお願い致します】 

◇梅澤 馨会員【志村会長、臼井幹事を祝して】 

◇鈴木昭弘会員【志村会長、臼井幹事 １年間宜しくお願い致

します！】 

◇佐藤忠博会員【皆様!! 御協力よろしくお願いします】      

ご協力有難うございました。 

【米山記念奨学委員会】        梅澤 馨 委員長 

 1154回（件数） 合計 

米山記念奨学 ７件 ¥80,000 

◇鈴木憲治会員【志村会長、臼井幹事一年間頑張りましょう】 

◇志村幸男会員【１年間宜しくお願い致します】 

◇梅澤 馨会員【今年度米山委員長です。一年間よろしく

お願いします】 

◇臼井勉会員 ◇親松 明会員 ◇雪井洋子会員 

◇森 啓伊会員      ご協力有難うございました。 

       

【就任挨拶】      会長・幹事・クラブ奉仕委員長 

◇志村幸男会長 

２０１６－１７年度の第 

25代会長を仰せつかった 

志村です。微力ですが宜 

しくお願いいたします。 

高良ガバナーは「組織 

は人なり」と言われていま 

すが、組織は人が中心、 

ロータリーは会員が中心、 

一人ひとりの仲間を大切 

にして友情を分かち合い、「奉仕・サービス」の精神でクラブを

運営していきたいと思います。 

私の方針として、魅力あるクラブ、社会に貢献するロータリー

として、奉仕の輪（和）を広げていきたいと思っています。活動

計画書に載せました五つの輪を広めていければ幸いです。 

また、来年2月に計画しておりますクラブ創立25周年記念行

事への全会員のご協力をお願い致します。 

この１年間、臼井幹事と力を合わせ、全力で会長の役目を

行う所存です。会員の皆様のご協力、ご支援をお願い申し上

げます。 

 

◇臼井勉幹事 

この１年間、無事に幹 

事の役目をこなせるかど 

うか自信がなかったので、 

先日健康診断を受けまし 

た。結果、どこも異常な 

く健康体とのことで安心 

しました。皆様のお力をお借りしながら１年間幹事の職を務め

させて頂きます。よろしくお願いいたします。 

 



◇森茂則クラブ奉仕委員長 

活動報告書にも載せましたが、会長方針に基づいて各委

員会や会員の皆様の協力のもとに、クラブを円滑に運営し

ていきたいと思います。具体的には会員間のコミュニケー

ションがスムーズにとれ、親睦が図れるように努力します。 

 

【四つのテスト】            森 啓伊 会員 

【点  鐘】             志村 幸男 会長 

【会報委員会】           文責：宇津木茂夫 会員 

 

 

 
森茂則 クラブ奉仕委員長 

 

2016-17年度 初例会記念 2016年 7月 1日 


