
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 

第１１６９回例会１１月１１日（金）・１２日（土）地区大会に振替    横浜パシフィコ 

 

 

 

【点 鐘】              志村 幸男 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【ソング】              長瀬 敏之 SAA委員 

ロータリーソング『それでこそロータリー』 

【ゲスト・ビジター紹介】           志村 幸男 会長 

◆横浜本牧ＲＣ  久本 弥
わたる

 様 

【お悔みお礼の挨拶】          森 啓伊 会員 

先日は祖母の逝去に際してクラブよりお香典を頂き、有難

うございました。祖母は 9月 3日に 100歳を迎え 1ヶ月も

経たないうちに亡くなりました。大変な長寿でしたが私は

100歳まで生きる自信はありません。有難うございました。 

【会長報告】             志村 幸男 会長 

１．ロータリーリーダーシップ研究会（ＲＬＩ）パートⅠ

開催の案内  １０月３０日（日）9：30～17：30 

聖光学園中学校・高等学校  ※10/24までに登録 

２．地区大会 新会員登壇の案内  

  １１月１２日（地区大会本会議にて）15：20～15：30 

３．第４回 地区大会打合せ会のお知らせ  

10月 25日（火）15：00～ パシフィコ横浜 

４．川崎百合丘ＲＣより  

先日のディナーパーティーのお礼状が届く。 

５．グリーンハート吹奏楽団より  

先日の演奏会とご祝儀のお礼状が届く。  

６．ガバナー事務所より 第３３回ＲＹＬＡ（青少年指導

者養成プログラム）開催の案内 

 

 

 

 

 

 

  2017年 2月 18日（土）～19日（日）  

横浜市野島青少年研修センター 

７．アトランタ国際大会の案内   

開催日 2017年 6月 11日  

８．ハイライト米山 199号がメールで届く 

９．社会を明るくする運動 推進委員会より  

サッカー教室（小学１，２年生対象）の案内  

10月 29日（土） 川崎フロンターレ麻生グラウンド  

10. ロータリー米山より、先日の李さんのレポートに対してのカ

ウンセラー所見提出の要請が届く。 

11. 10月 18日チャリティーゴルフの件 

手伝いの人員や集合時間など  

【午前７：００集合】 

志村 幸男会長、臼井 勉幹事……受付 

鈴木 憲治会員、森 茂則会員……説明係り 

大野 勉会員……写真係り（一眼レフカメラ持参） 

森 啓伊会員……補佐として 

【午後１：００～４：００】 

スコアカード確認：鈴木 憲治会員、森 茂則会員 

【午後１：００～５：００】１２：３０集合 

杉山 遼会員……終了後の軽食係り 

※ 中山隆弘氏の件  

異議がなければ本日入会、但し入会式は１１月４日。 

【幹事報告】              臼井 勉 幹事 

◆例会変更 

◎川崎中ＲＣ  

・10/18（火）移動例会 点鐘 12：10 富士通川崎工場見学 

 

 

 

 

 

 

第 1166回 例会記録 平成 28 年 10月 14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 

 



◎川崎高津南ＲＣ  

・11/14（月）⇒11/12（土）移動例会（地区大会） 

・11/21（月）昼例会 点鐘12：30 

◎川崎西ＲＣ  

・11/11（金）⇒移動例会（地区大会） 

◎川崎北ＲＣ  

・11/9⇒11/12（土）地区大会に参加   

・11/30（水）夜間例会 点鐘18：00 クイーンアリス 

・12/21（水）年忘れ家族会 

点鐘18：00 インターコンチネンタル 

・12/28、1/4休会 

◆川崎幸ＲＣより 

2015-2016の年次報告が届く。 
 

【出席委員会】            大野 勉 委員 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1166回 26 23 3  89％ 

1165回 26 21 5 4 96％ 

1164回 26 19 7 5 92％ 

【ニコニコ委員会】         梶 俊夫 委員長 

 第 1166回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    21件 ￥22,000 

●お客様 

◇久本 弥様（横浜本牧ＲＣ） 

【鈴木憲治様 この度は当クラブでの卓話をお受け下さりあり

がとうございます。その御礼でお伺いさせていただきました】 

●当クラブ 

◇志村幸男会長【地区大会チャリティーゴルフ10/18が近づい

て参りました】 

◇臼井勉幹事【お客様ご苦労様です】 

◇大野勉会員【地区大会ゴルフに参加します】 

◇梶俊夫会員【11/4（金）野村証券さんで納豆の宣伝します。

ご参加してネ】 

◇鈴木昭弘会員【明日は禅寺丸柿まつりです】 

◇鈴木憲治会員【お久振りです】 

◇鈴木眞一会員【明日午後３時から麻生市民館で「あさおポッ

プスコーラス」３０周年コンサートがあります。

お問い合わせは鈴木までおねがいします】 

◇青戸慶太会員 ◇碓井美枝子会員 ◇梅澤馨会員 

◇宇津木茂夫会員 ◇親松明会員 ◇鈴木豊成会員 

◇長瀬敏之会員 ◇花輪孝一会員 ◇藤本隆会員 

◇森茂則会員 ◇森啓伊会員 ◇山下俊也会員 

◇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     合計 20,400円 

◇鈴木憲治会員 【秋風邪が流行しているようです。気を

つけましょう】      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 

1件     合計 20,000円 

◇鈴木憲治会員 【水曜日に横浜緑ＲＣで米山について卓

話をしてきました。】   ご協力有難うございました。 

【親睦委員会】          鈴木 昭弘 委員長 

●11月4日（金）18：00より 

朝日鮨にて 

〈米山奨学生〉李奕萱さんと 

〈新会員〉杉山遼会員・中山 

隆弘会員の歓迎会及び例会 

当日誕生日賞のお祝いを行 

います。なお、例会は通常通りに行います。 

【クラブフォーラム】 

◆25周年行事の進捗状況 その他    鈴木 憲治 会員 

 

 

 

 

 

 

今年の４月に実行委員会を組織して、『いつ』・『どこで』・『何

を』・『どのようにして』というように進めています。 

『いつ』  ⇒２０１７年２月２４日 

『どこで』 ⇒ホテルモリノ で 

『何を』  ⇒２５周年式典を 

『どのようにして』 ⇒式典と祝宴 

今はこの中の祝宴でのアトラクションを探しています。案

として、米山記念会館で傘を使った楽しい芸を拝見した丸

一仙花（芸種 夫婦太神楽）さんに出演交渉中です。他に

何か案が有れば出して頂きたい。 

費用面としては、招待者・参加者を決めていき全体のスケ

ールを見てクラブ基金を活用させて頂き、また例会費や会

員から食事代を含めた負担金を頂くことなどを考えてお

ります。皆様のご理解ご協力ご賛同を今後とも宜しくお願

いします。 

 

【四つのテスト】            大野 勉 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 

 

 


