
第１１７３回例会１２月 ９日（金）雑誌委員長会議報告     ホテルモリノ 

第１１７４回例会１２月１６日（金）クリスマス家族会      ホテルモリノ 

第１１７５回例会 １月１３日（金）理事役員会⑦、新年例会   柿生「とん鈴」 

 

 

 

【点 鐘】              志村 幸男 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【ソング】             鈴木 憲治 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 

 

 

 

 

 

 

 

【入会式】                     志村 幸男 会長 

本日、再入会される木村良三会員の入会式が行われ、推薦

者の志村会長より紹介されました。 
 

〈自己紹介〉３年前に仕事の関係で退会してカナダへ移住しま

したが、子供が友達や地域の関係から麻生区での生活を強く

望んだため、意を決して王禅寺に戻ってまいりました。 

その間、仕事の関係で２週間おきにカナダと日本との行き来を

していましたが、昨年春に小学校のＰＴＡ副会長など地域の奉

仕活動を仰せつかり少年野球のコーチなどもしております。 

現在は、ご縁があって慈善事業を行っている香港の事業家と

英国の大学が共同で開発した度数可変メガネの会社の日本

支社社長をしております。今後ともロータリーの活動を続けた

いと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ロータリー財団より表彰】          志村 幸男 会長 

 

 

 

 

 

 

 

【米山記念奨学会より】            志村 幸男 会長 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1172回 例会記録 平成 28 年 12月 2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 

 

  

◆白井 勇 様 

（川崎ＲＣ） 

 

◆李 奕萱さん 

（米山奨学生） 

  
（左）本日入会の木村良三会員  （右）志村幸男会長 

 

 
梅澤馨会員（右）へ メジャードナー認定のクリスタル楯とバッジ授与 

 

 

 

←（左）鈴木憲治会員へ 

第 27 回米山功労者表彰 

 

（左）鈴木昭弘会員へ→ 

第 2 回米山功労者表彰 

 



【今月記念日の会員】       鈴木 昭弘 親睦活動委員長 

【会員誕生日】老沼 純会員（4日） 

【夫人誕生日】梶 俊夫夫人 昭子様 

（本日入会）木村 良三夫人 友美子様  

【結婚記念日】山下 俊也 会員  藤本 隆 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年 次 総 会 】             議長：志村幸男 会長 

鈴木豊成 指名委員長に、決めて頂いた理事役員案を採決し

ます。（会員数 27名、欠席者７名、委任状提出 7名） 

採決 ：全員承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 6回理事・役員会報告】          志村 幸男 会長 

１． 青少年交換学生の受入れついて 

派遣学生が決まったクラブは、受入れも承諾するように、と

ルールが改められ、その担当者として川崎会員に決まる。

〈承認〉 

２． クリスマス家族会について（鈴木昭弘 親睦委員長） 

式次第のとおりに進行する。今回はビンゴではなく、くじ引

き抽選会とする。予算についてはまだ流動的、不足分は

親睦予算より捻出する。〈承認〉 

３． 職場訪問について（青戸慶太 職業奉仕委員長） 

年間計画では 1 月 27 日に実施。青梅の小沢酒造に伺い

たいと思います。バスはマイクロバスをレンタル。〈承認だ

が、次期的に忙しく、天候不順もあり日にちは延期〉 

４．２５周年記念行事の進捗状況（鈴木憲治 委員長代行） 

先日、蓬田委員長と打合せをする。案内状を作り、発送は

年内。来賓は麻生区内の行政関係者、ロータリー関係とし

てガバナー及びパストガバナー、地区幹事、第３Ｇの会長

幹事、百合丘ＲＣと西北ＲＣの全会員、他大村東ＲＣ方々、

その他、80～100名程度。 

【会長報告】             志村 幸男 会長 

１．ガバナー事務所より 

①第１回日本 RYLAセミナー開催の案内と受講生推薦お願い 

期間：２０１７年 3月 24日（金）～26日（日） 場所：トヨタ労連

研修センター  応募資格：日本国内に勤務または通学する

20歳～30歳の男女   申込期限：1/13 

②地区国際奉仕委員会のＨＰに掲載する 各クラブの国際奉

仕プロジェクト情報 提供お願い 

③第 33回ＲＹＬＡ見学の案内 

２０１７年２月１８日（土）～１９日（日）  

横浜市野島研修センター  締切：2/6 

④2016年 12月 5日よりガバナー事務所のメールアドレスを変

更します。  新メールアドレス：g-office@rid2590.jp 

２．ロータリー交換学生 スキーキャンプのお知らせ 

  1月7日（土）～8日（日） 嬬恋スキー場並びに東海大学研

修センター 

３．川崎とどろきＲＣより 創立 20周年記念のお礼状が届く。 

４．川崎西北ＲＣより 年末家族会の案内 

  12月 21日（水） 18：00受付 柏屋  会費￥10000 

５．今週のタウンニュースに先週の清掃活動が掲載。 

６、桐光学園にお祝金を鈴木憲治会員がお届けしました。 

【幹事報告】               臼井 勉 幹事 

★例会変更 

◎川崎西北ＲＣ  

◆12/22（木）⇒21（水）年末家族会  

◆12/29（木）、1/5（木）休会 

◎川崎高津南ＲＣ ◆1/2（月）、1/9（月） 休会 

◎川崎大師ＲＣ  

◆12/21（水）年忘れ家族会 18：00～ ホテルニューグランド 

 ◆12/28（水）、1/4（水）休会 ◆1/11（水）⇒1/10（火）４クラ

ブ合同例会 12：30～ 川崎日航ホテル 

◎川崎鷺沼ＲＣ  

◆12/14（水）⇒12/22（木）川崎愛児園クリスマス会に参加 

◆12/21（水）年末家族会 18：00点鐘  ◆12/28（水）休会 

★神奈川ＲＣより卓話案内 

  11/5（月）12：30～ ホテルキャメロット 小松成美氏卓話  

【出席委員会】              大野 勉 委員 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1172回 27 20 7  74％ 

1171回 27 19 8 6 92.6％ 

1170回 27 20 7 7 100％ 

（左より）藤本会員、山下会員、木村会員 

 

 
山下会員の挨拶 

「結婚記念日を 

忘れていました」 

【2017-18年度理事役員】 発表 鈴木豊成委員長 

★会長 森茂則     ★幹事 森啓伊 

★会長エレクト（クラブ奉仕委員長） 大野勉 

★副会長 山下俊也  ★副幹事 青戸慶太 

★会計 梶俊夫     ★会場監督 蓬田忠 

★理事（社会奉仕委員長） 鈴木昭弘 

★理事（職業奉仕委員長） 川崎航 

★理事（国際奉仕委員長） 長瀬敏之 

★理事（青少年奉仕委員長） 宇津木茂夫   

★理事  志村幸男 

 



【ニコニコ委員会】           鈴木 豊成 委員 

 第 1172回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    20件 ￥23,000 

●お客様  ◇白井勇様（川崎ＲＣ） 

【先日からイルミネーション点灯しております。麻生ＲＣの皆様

にもお世話になりました。引き続き宜しくお願いします】 

●会員 

◇志村幸男会長 

【12月になりました。今日は年次総会です。よろしく。】 

◇大野勉会員  【12月になりました。早いです】 

◇鈴木昭弘会員【めっきり寒くなりました…！】 

◇鈴木憲治会員【風邪がはやっています】 

◇蓬田忠会員  【お見舞いありがとうございました。はずかしな

がら戻ってまいりました】 

◇臼井勉幹事 ◇青戸慶太会員 ◇宇津木茂夫会員  

◇梅澤馨会員 ◇川崎航会員 ◇鈴木眞一会員   

◇鈴木豊成会員 ◇長瀬敏之会員 ◇中山隆弘会員  

◇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 

      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 

 1172回（件数） 合 計 

米山記念奨学 3件 ¥31,800 

◇臼井勉幹事【今年ものこす所１カ月、がんばりましょう】 

◇梅澤馨会員【今年も１カ月きりました】 

◇鈴木憲治会員     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 

 1172回（件数） 合 計 

米山記念奨学 5件 ¥60,000 

◇志村幸男会長【会長職があと半年となりました、皆様よろしく】 

◇大野勉会員【先週、第 2780地区 海老名ＲＣにメーキャップ

しました。楽しい例会でした。皆さんもメーキャッ

プに行きましょう】 

◇鈴木昭弘会員【木村様、入会おめでとうございます！】 

◇鈴木憲治会員 ◇梅澤馨会員       

ご協力有難うございました。 

【職業奉仕委員会】         青戸 慶太 委員長 

職場訪問ですが、日にちを延期したいと思います。３月第４例

会の日を予定しております。 

【親睦活動委員会】             鈴木 昭弘 委員長 

クリスマス家族会の件で、会長幹事、５大奉仕委員長はプレミ

アムなプレゼントをご用意ください。その他のプレゼントも来週

ご持参ください。ご協力をよろしくお願いいたします。 

  

 

 

 

 

  

【四つのテスト】              藤本 隆 会員 

【点  鐘】             志村 幸男 会長 

【会報委員会】             文責：川崎 航 委員 

 

 


