
第１１７７回例会 １月２７日（金）               百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第１１７８回例会 ２月 ３ 日（金）理事役員会⑧        ホテルモリノ 

第１１７９回例会 ２月１０日（金）会員ショート卓話      ホテルモリノ 

 

 

 

【点 鐘】              志村 幸男 会長 

【例会場】         百合ヶ丘カントリー倶楽部 

【ソング】             鈴木 眞一 SAA委員長 

ロータリーソング『我等の生業』 

【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】 

親松明会員（3日）、臼井勉会員（6日）、 

青戸慶太会員（17日）、鈴木昭弘会員（26日）、 

中山隆弘会員（26日） 

【夫人誕生日】 

長瀬敏之夫人 美紀子様、  

山下俊也夫人 紀美子様、  

森啓伊夫人 康子様 

 

      

【会長報告】             志村 幸男 会長 

１.川崎高津 RCよりの訃報 

パスト会長 杉崎晴男様 1月 14日ご逝去（享年 66歳） 

通夜：1月 22日（日）18：00～  

告別式：1月 23日（月）10：00～川崎北部斎場にて 

２.ガバナー事務局より 

  ①R財団 2017－18年度 クラブの参加資格認定 覚

書（MOU）提出依頼が届く。期限 2月 15日 

  ②ロータリー米山奨学生終了式 

   2月 26日（日）17：00～20：00 ホテルキャメロ

ットジャパン 締切 2月 16日 

  ③第 33回 RYLA見学ご案内が再送で届く。 

④20017－18年度テーマが発表される。  

 

 

  

 

 

 

  ⑤インターアクト年次大会案内  

1月 29日（日）9：30～16：00 桐蔭学園高校 

 ３．3 クラブ（西北、百合丘、麻生）合同例会の日にち変更 

   先週のお知らせでは 5月 23 日だったが、30日（火）に変

更される。 

 ４．次年度 会長幹事他委員長へ、リーダーシップ資料が送

られる。（2月第 1例会で配布） 

 ５．R米山記念奨学会より感謝状が送られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※確定申告用の領収書は、1月末に送付されます。 

 ６．ハイライト米山 202号がメールで届いています。 

 ７．「ふるさと川崎まちづくり運動」2 月記念講演会の案内が

送られる。 

   2 月 12 日（日）10：00～ エポックなかはら 江頭秀雄氏

『会釈と言葉かけ』 

 

 

 

 

 

 

第 1176回 例会記録 平成 29 年 1月 20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 

 

 
 

 

 

鈴木憲治会員 

（第 28 回メジャードナー） 

 
 

 
 

大野勉会員 

（第 2 回マルチプル） 

梅澤馨会員 

（第 13 回メジャードナー） 

代表して臼井勉会員の挨拶 

 



【幹事報告】              臼井 勉 幹事 

★例会変更 

◎横浜本牧ＲＣ  

・2/2（木）、2/16（木）早朝例会に変更 7：30 点鐘 

・2/23（木）休会 

・2/25（土）親睦移動例会（お花見の会）伊豆河津町 

◎川崎高津南ＲＣ 

・2/20（木）移動例会 川崎市医療特区見学 

・2/27（月）休会 

◎川崎中原ＲＣ 

・2/2（木）、2/16（木）早朝例会に変更 7：30 点鐘 

・2/9（木）、2/23（木）昼例会に変更 12：30 点鐘 

★会報着 

◎川崎中 RC 第 2126回（10/4）～第 2135回（12/20） 

◎川崎とどろき RC 第 850回（11/8）～第 853回（12/26） 

【出席委員会】            大野 勉 委員 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1176回 28 22 6  78.6％ 

1175回 28 23 5 2 89.3％ 

1174回 28 24 4 4 100％ 

【ニコニコ委員会】         梶 俊夫 委員長 

 第 1176回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    20件 ￥19,800 

●会員 

◇志村幸男会長【お寒むございます】 

◇大野勉会員【今日は大寒です】 

◇梶俊夫会員 

【手の傷がかなりなおりました。関税会新年会参加ください】 

◇鈴木昭弘会員【明日、海老名市文化会館にてサックス220 

名が集まっての大演奏会があります！ぜひお越しください】 

◇長瀬敏之会員【寒いです！！】 

◇臼井勉幹事 ◇青戸慶太会員 ◇梅澤馨会員 

◇宇津木茂夫会員 ◇老沼純会員 ◇親松明会員  

◇鈴木眞一会員 ◇川崎航会員 ◇鈴木豊成会員 

◇藤本隆会員 ◇山下俊也会員 ◇鈴木憲治会員 

◇花輪孝一会員 ◇蓬田忠会員 ◇中山隆弘会員 

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 

 1176回（件数） 合  計 

ロータリー財団 2件 ¥23,200 

◇梅澤馨会員  【今日 大寒です】 

◇鈴木昭弘会員 【明日、海老名市文化会館でサックス 

220名の大演奏会があります。是非お越しください。】 

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 

 1176回（件数） 合 計 

米山記念奨学 2件 ¥20,000 

◇志村幸男会員【お寒くなりました】 

◇梅澤馨会員             ご協力有難うございました。 

【25周年行事プログラムについて】   鈴木 憲治 会員 

 

 

 

 

 

 

川崎麻生ロータリークラブ創立 25周年プログラム（案）

について、鈴木憲治会員より、下記のとおり、日時、時間、

役割分担等について説明がありました。今後それぞれ分担

にそって、ご協力をお願いいたします。 

 

川崎麻生ロータリークラブ創立 25 周年プログラム（案） 
 

※１月１６日 実行委員会の開催により下記の案を決定いたし

ました。（今後出席状況等により変更があります。） 

日時：平成２９年２月２４日（金） 

◆記念式典の部 17：00（点鐘）～18：00 

◆祝宴の部 祝宴 18：15～  アトラクション 閉会 20：00 

〈第一部 記念式典〉  司会：鈴木憲治 

点鐘、合唱『国歌、奉仕の理想』、物故会員に対し黙祷、 

来賓紹介、クラブ会長挨拶、実行委員長挨拶、 

記念事業贈呈  

①Ｒ財団への寄付 ②米山記念奨学会への寄付  

③『ロータリー希望の風』奨学金への寄付 

 ※次年度より青少年奉仕事業として麻生区少年野球連盟   

へカップ贈呈をスタート 

感謝状贈呈、例会場ご提供への感謝、来賓祝辞、 

祝電披露、点鐘、諸事お知らせ 

〈第二部 祝宴〉  司会：大野勉 

開宴の辞、会長挨拶、来賓挨拶、鏡開き、乾杯、祝宴、 

アトラクション（丸一、かがみもち、仙三）、 

ロータリーソング（手に手つないで）、閉会の辞  

  

【四つのテスト】              蓬田 忠 会員 

【点  鐘】              志村 幸男 会長 

【会報委員会】            文責：青戸 慶太 委員 

 


