
第１１６６回例会１０月１４日（金）（変更）クラブフォーラム       ホテルモリノ 

第１１６７回例会１０月２１日（金）会員ショート卓話         百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第１１６８回例会１１月 ４日（金）理事役員会⑤・指名委員会指名   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】              長瀬 俊之 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】           志村 幸男 会長 

◆米山奨学生 李
り

 奕
い

萱
しん

 さん 

【今月の誕生日・結婚記念日】    鈴木 昭弘 親睦委員長 

【会員誕生日】梅澤馨会員（13日） 佐藤忠博会員（28日） 

【夫人誕生日】臼井勉夫人 愛子様、川崎航夫人 麻里子様 

【結婚記念日】大野勉会員（3日）、 

鈴木豊成会員（11日）、 

鈴木憲治会員（16日）、 

臼井勉会員（13日）、 

     鈴木昭弘会員（13日） 

 

 

 

 

 

 

【第 4回理事・役員会報告】          志村 幸男 会長 

１． 新会員入会について  

中山 隆弘 氏 10月 14日入会、11月 4日入会式 

理事会の承認を得たので、さらしをまわす。 〈承認〉 

２． 旭鮨の 10/1新装開店祝金の件（事後報告）  〈承認〉 

３． 指名委員会の件 今月中に決定、１１月にさらしを出す。 

直前会長・幹事など７名で構成、選出。    〈承認〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４． 10月 14日プログラム変更と 25周年委員会の件 

 プログラム委員長と相談、25周年フォーラムを行う。 

５． 森啓伊会員（祖母ご逝去）お香典の件（10/1通夜） 

梅澤会員にお通夜に参列していただきました。 〈承認〉 

６． 10月 18日 チャリティゴルフの件 

当クラブから二組をエントリー、他にお手伝い３名（鈴木

憲治会員、大野会員、森茂則会員）を出す。 〈承認〉 

７． 10月の米山月間に特別会計（ニコニコ）から寄付をする件 

米山委員長より提案、説明してもらう。     〈保留〉 

８． その他 川崎とどろきＲＣの周年祝について  〈保留〉 

【会長報告】             志村 幸男 会長 

１． ロータリー米山より  

「奨学生レポート」の受付を完了したとのお知らせ。 

２． 麻生区民まつりの案内が届く。  

10月 9日（日）10：00～16：00麻生区役所、市民館 

３． 青少年交換留学への応募があり、 

先日面接をして推薦することになりました。 

４．しんゆり芸術祭実行委員会より志村会長へ 

実行委員の委嘱状と第一回実行委員会の報告が届く。 

５．日本事務局財団室より 

「寄付・認証 ロータリークラブの手引き」の 2016-17 年度版

がメールで届く。 

 

 

 

 

 

 

第 1165回 例会記録 平成 28 年 10月 7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 

 

 

 

 

代表して佐藤会員が挨拶 

左より梅澤会員、臼井会員、佐藤会員、川崎会員 

李さんへ奨学金を渡す 



６．地区大会、青少年交歓会の時間変更のお知らせ。 

（11：30～となる。） 

７． 柿生中央商店会より「禅寺丸柿祭り」の案内  

10月 15日（土）10：00～15：00 柿生駅前広場 

【幹事報告】              臼井 勉 幹事 

◆１０月のロータリーレート  １ドル=102円（９月と同様） 

◆例会変更 

◎川崎鷺沼ＲＣ  

・10/12（水）⇒10/16（日）に変更  

宮前区民祭参加 点鐘 12：00 茶寮「遊旬」 

・10/26（水）移動例会 職場見学 海上保安部、他 

◎川崎大師ＲＣ  

・10/19（水）移動例会 職場見学 羽田空港見学 

◎川崎西北ＲＣ  

・10/20（木）⇒10/18（火）移動例会（ゴルフ大会） 

・11/10（木）⇒11/12（土）移動例会（地区大会） 

・11/24（木）夜例会 

◎川崎中央ＲＣ 

・10/24（月）⇒通常例会に変更   

・10/31（月）職場訪問 横浜刑務所 

◎川崎中原ＲＣ 

・10/27（木）、11/3（木）休会 

・11/10（木）⇒11/11（金）、11/12（土）地区大会参加 

・11/24（木）⇒11/20（日）、11/21(月) 

一泊移動例会 星野リゾート 界 伊東 

◆会報着 

◎新川崎ＲＣ 第 1034回（8/24）～第 1039回（9/28） 

【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 

1165回 26 21 5  80.5％ 

1164回 26 19 7 5 92.3％ 

1163回 26 18 8 4 84.6％ 

※9月の出席率報告 90.2％ 

【ニコニコ委員会】         梶 俊夫 委員長 

 第 1165回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    19件 ￥19,000 

●会員 

◇志村幸男会長【やっと３ヶ月が過ぎました。今後共宜しく】 

◇梅澤馨会員【リーサン卓話よろしくお願いします】 

◇大野勉会員【地区大会ディナーパーティー楽しみました】 

◇梶俊夫会員【寒くなりました。北海道は雪です】 

◇鈴木昭弘会員【演奏会 無事終了しました。ご来場の皆様

ありがとうございました！】 

◇臼井勉幹事 ◇青戸慶太会員 ◇碓井美枝子会員 

◇宇津木茂夫会員 ◇親松明会員 ◇鈴木眞一会員 

◇佐々木範行会員 ◇川崎航会員 ◇鈴木豊成会員 

◇長瀬敏之会員 ◇藤本隆会員 ◇山下俊也会員 

◇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。  

【ロータリー財団委員会】       佐藤 忠博 委員長 

1件 10,200円 ◇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】        梅澤 馨 委員長 

 1165回（件数） 合 計 

米山記念奨学 5件 ¥50,000 

◇志村幸男会長 【少し秋めいて参りました】 

◇梅澤馨会員  【今月は米山月間です】 

◇鈴木昭弘会員 【演奏会無事終了致しました。ご来場の

皆様、ありがとうございました！】 

◇親松 明会員 ◇鈴木眞一会員 

ご協力有難うございました。 

【プログラム委員会】       山下 俊也 委員長 

 〈10月の例会プログラムについて〉 

・14日は25周年記念例会についてのクラブフォーラム 

・21日の会員ショート卓話は新会員の杉山さんを予定 

・28日は休会となりますので10月は3例会となります。 

【研修委員会（雑誌広報）】       蓬田 忠 委員 

『ロータリーの友２０１６年１０月号』について 

１０月は米山月間でもあり２３ページなどに特集が記載されて

います。 

【ショート卓話】       米山奨学生  李 奕
い

萱
しん

さん 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。私は李イシンと申します。中国の吉

林省から来ました。今は明治大学４年生です。ロータリー

米山の奨学金をいただいて有難うございます。3月から今

日まで 8か月を経て一般的な留学生が体験できないよう

なことに参加できました。自分にとって貴重な機会を与え

られて感謝しています。 

留学したからには日本の文化も学ぶことが勉強と同じ

 



ように大事なことだと思います。特にロータリーの皆様に

は有難く思っています。この半年、大学院の試験があった

り、おじいさんが亡くなったことで中国へ帰ったりしたの

で、ほとんど何もできなかったです。皆さんに迷惑をかけ

てすみませんでした。でも皆さんは何時も私に笑顔で話し

てくれていました。特に担当の鈴木さんと川崎さんは何時

も私に勇気を与えてくれました。本当に有難うございまし

た。皆さんに会えてラッキーです。これからはいろいろと

参加します。 

そして、私はロータリーの精神や考え方に関心を持つよ

うになりました。ロータリアンからは親切と思いやりの心

を感じました。行動と本気でいつも助けてくれました。ロ

ータリーの精神の素晴らしさに心から納得しました。私も

もっと人間的に磨きをかけて、自分の事だけを考えるので

はなくて、皆さんのように社会に還元できるようになりた

いと強く思うようになりました。 

短いですけれど、今回の発表は以上です。有難うござい

ました。 
 

【社会奉仕委員長会議報告】    川崎 航 委員長 

９月９日に行われた社会奉仕委員長会議に出席してき

ました。 

今回初の試みとして各クラブの社会奉仕活動の取組内

容をまとめた資料を事前に配布され、ディスカッションの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場では、各クラブの事例を基に幅広く意見を聞くことがで

き非常に勉強になりました。 

補助金などを申請されて活動されているクラブもあっ

たり、地域の奉仕活動を行ったりしているクラブもあり、

引き続き社会奉仕をしていこうということで、盛り上がり

ました。 

高良ガバナーからは、ロータリアンとして倫理観をもっ

てやってほしいということでした。社会奉仕の役割として

は、人間は社会を構成する生き物でもあり、社会を巻き込

んでの奉仕活動をするなどの話があり、勇気づけられまし

た。簡単ですが、以上です。有難うございました。 

 

【四つのテスト】            長瀬 敏之 会員 

【点  鐘】             志村 幸男 会長 

【会報委員会】          文責：宇津木茂夫 委員長 

 


