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

第１１８０回例会 ２月１７日（金）創立記念例会の予行練習・会長幹事研修ｾﾐﾅｰ報告  ホテルモリノ 

第１１８１回例会 ２月２４日（金）創立２５周年記念例会              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】             宇津木 茂夫 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 

◆白井 勇 様（川崎ＲＣ） ◆黒木 啓太郎 様（見学者） 

◆澤田 誠 様（見学者）   ◆李 奕萱さん（米山奨学生） 

 

 

 

 

 

【会員誕生日】【奥様誕生日】   鈴木 昭弘 親睦委員長 

【会員】川崎 航 会員(2月 14日) 

【奥様】森 茂則 会員夫人 望様(2月 13日) 

佐々木 範行 会員夫人 幸子様(2月 1７日) 

【２月の結婚記念日】志村 幸男 会長、鈴木 眞一 会員、 

佐藤 忠博 会員、梶 俊夫 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 8回理事・役員会報告】          大野 勉 副会長 

１．２５周年イベントについて（鈴木憲治委員）        〈承認〉 

会員 １名￥15000の会費  計 約 90名の出席 

川崎市長出席（またはメッセージ送付）、北沢区長出席、 

大村東ＲＣより１０名来訪、川崎百合丘ＲＣより 24名出席。 

２．合同例会の会費について          〈承認〉 

５月 30日(火)西北、百合丘、麻生の３クラブ合同例会 

会費 7000円(会員 5000円、クラブより 2000円例会費) 

３．職業奉仕委員会 職場訪問の件         〈承認〉 

３月１７日に実施  青梅の小澤酒造株式会社 

４．銀行口座開設の件          〈保留〉  

青少年交換学生受入れの口座をつくる。 

５．クラブの電話に No.ディスプレイ増設の件        〈承認〉 

2月９日午後に光回線に交換する工事をする。 

【会長報告】                    大野 勉 副会長 

１．ガバナー事務所より 

①ロータリー経営大講演会のチラシが送られる。（一人３枚配布） 

②同じく「ロータリー経営大講演会」の案内 （全員登録） 

４月２２日（土）13：00～18：40 神奈川県民ホール  

懇親会：ロイヤルホールヨコハマ 

③2017-18年度「地区補助金」対象プロジェクト 募集の案内 

 

 

 

 

 

 

 

第 1178回 例会記録 平成 29 年 2月 3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 

 

  

 

 

2 月 14 日バレンタイン 

デイが誕生日の 

川崎航会員 挨拶 
 

「毎年誕生日の日は、チ

ョコレートがもらえるかど

うかをそわそわしながら

過ごしています。」 

 



 

 

 

 

 

 

 

２．２月１１日（土・祝）に行われるロータリーチャリティーマラソ

ン８周部門に、臼井勉幹事を登録し、受理されました。  

8周（10㎞）マラソンは 10：30スタート  場所：みなとみらい

臨港パーク 

３．毎年贈られる「抜粋のつづり ７６号」が届く。 

４．第三グループ会長幹事会のお知らせ 

   3月 8日（水）18：30～ 柏屋にて 

５．ロータリーの友より 次年度ロータリー手帳の案内  

￥600+消 ５月下旬出来上がり 申し込み 2/25まで 

【幹事報告】                     臼井 勉 幹事 

★例会変更 

◎川崎大師ＲＣ 

◆2/22（水）創立記念例会 18：00～  

横浜ベイシェラトン＆タワーズ３Ｆ 

◎川崎西北ＲＣ 

◆2/23（木）夜例会 ◆3/14（木）移動例会 ＪＡＬ工場見学  

◆3/23（木）昼例会 ◆3/30（木）休会 

★神奈川ＲＣより卓話案内 

◆2/20（月）12：30点鐘 ホテルキャメロット  

    卓話者：和倉温泉「加賀屋」社長 小田
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【出席委員会】            大野 勉 委員 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1178回 28 25 3  89％ 

1177回 28 17 11 8 89％ 

1176回 28 22 6 4 93％ 

【ニコニコ委員会】         鈴木 豊成 委員 

 第 1178回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    24件 ￥24,000 

●お客様 

◇白井勇様【いつもお世話になります。イルミネーションもいよ

いよ後２週間です。今年も大変麻生ロータリークラブの方に

お世話になりました】 

●会員 

◇志村幸男会長【今日は節分。見学の澤田さん、黒木さんようこそ】 

◇碓井美枝子会員【今年初めての例会出席です。今年も皆様 

宜しくお願いします】 

◇大野勉会員【黒木様 ようこそ】 

◇鈴木昭弘会員【かぜを引いた……かな？】 

◇鈴木憲治会員【新年のご挨拶に伊勢神宮へ日帰りで行って

きました】 

◇雪井洋子会員【長く休みましたが、今日から出られるように

なりました】 

◇臼井勉 幹事 ◇青戸慶太 会員 ◇宇津木茂夫 会員 

◇梅澤馨 会員 ◇老沼純 会員 ◇親松明 会員 

◇川崎航 会員 ◇木村良三 会員 ◇鈴木眞一 会員 

◇鈴木豊成 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 ◇蓬田忠 会員 

以上、ご協力ありがとうございました。  

【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 4件 ¥40,000 

◇梅澤馨 会員【今日は豆まきです！】 

◇臼井勉 会員 ◇鈴木昭弘 会員 ◇森啓伊 会員 

ご協力有難うございました。 

【ロータリー財団委員会】      佐藤 忠博 委員長 

1件 11,600円   梅澤馨 会員  

ご協力有難うございました。 

【プログラム委員会より】     山下 俊也 委員長 

 

 

 

 

 

・次回の2月10日の会員卓話は中山隆弘会員を予定 

・李奕萱さん（米山奨学生）の卓話を3月24日に予定 

【職業奉仕委員会より】      青戸 慶太 委員長 

 小澤酒造株式会社様へ職場訪問実施について 

 訪問日 3月 17日 

 集合場所 琴平神社からホテルモリノ駐車場に変更 

【川崎麻生ＲＣ創立 25周年実行委員会】鈴木憲治 委員 

平成 29年 2月 24日の式典・祝宴について最終段階のプ

ログラム案を配布し説明。 

 

 

【四つのテスト】            梅澤 馨 会員 

【点  鐘】            大野 勉 副会長 

【会報委員会】           文責：宇津木茂夫 会員 

 
大野 勉 副会長 

 


