
第１１８７回例会 ４月１４日（金）夜間移動例会(歓送会、誕生日会)   カドクラ新百合ヶ丘店 

第１１８８回例会 ４月２２日（土）ロータリー経営大講演会        神奈川県民ホール 

第１１８９回例会 ５月１２日（金）理事役員会⑪（新旧）        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 敏之 SAA委員 

国歌『君が代』 ロータリーソング『奉仕の理想』 

【会員・奥様誕生日、結婚記念日】 鈴木 昭弘 親睦委員長 

【会員】 碓井美枝子 会員(4月 4日) 

      森  啓伊 会員(4月 24日) 

【奥様】  佐藤忠博 会員夫人 成子様(4月 13日) 

       鈴木昭弘 会員夫人 里香様(4月 22日) 

       親松 明 会員夫人 恵美子様（4月 23日） 

【結婚記念日】 森 啓伊 会員(4月 5日) 

親松 明 会員(4月 7日) 

蓬田 忠 会員(4月 10日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第10回理事・役員会報告】          志村 幸男 会長 

 

 

 

 

 

 

１．入会候補者の件 増強委員長と会長で面接。  〈承認〉 

２．25周年行事会計報告            〈承認〉 

３．職業奉仕委員会  3月 17日会社訪問収支報告〈承認〉 

４．米山梅吉記念館 100円募金の件       〈承認〉 

５．会長幹事ご苦労様会について 

  ５月 26日（金）18：00～ 旭寿司新百合ヶ丘本店にて 

６．３クラブ合同例会について 

  5月 30日（火）18：00～ ホテルモリノ 

７．4月 22日のロータリー経営大講演会について 

   10：30頃、ＪＲ町田駅集合 後日詳細を伝える。 

８．次年度の会長方針報告は、次回にします。 

【会長報告】                    志村 幸男 会長 

１．４月のロータリーレート  １ドル＝１１６円（3月と同様）  

２．2590地区のクラブ奉仕委員会のお知らせ 

   5月 23日（火）15：00～17：00 ガバナー事務所   

※鈴木憲治 地区副委員長 出席 

３．米山記念奨学会より   

①創立２５周年の特別寄付に対して、クリスタルガラスの楯

が贈られる。 

②第１５回米山功労クラブ 感謝状が送られる。 

 

 

 

 

 

 

第 1186回 例会記録 平成 29 年 4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 

 

 

 
左より 碓井美枝子会員、森啓伊会員、佐藤忠博会員、親松明会員 

←代表で挨拶をする森啓伊会員 

 「私が結婚した４月５日は、その前日も

次の日も暖かく良い天気でしたが、な

ぜかその日だけは雨が降っていまし

た。日頃の行いが悪いのかな、と思い

ました。これからも長く二人で結婚記念

日を迎えたいと思います。」 

 



４．米山梅吉記念館より  

   ①春季例祭の案内  

４月２２日（土）１４：００～ 米山梅吉記念館ホール 

   ②賛助会入会のお願い  

○賛助会員 年間 3000円  ○一人 100円募金 

５．３クラブ合同例会の企画案  

（川崎西北ＲＣ，川崎百合丘ＲＣ、川崎麻生ＲＣ） 

   5月 30日（火）18：00～20：30 ホテルモリノ   

卓話者：白石晴生 様 

６．しんゆり芸術祭実行委員会より  

4/22～5/14に開催する公演の招待の案内 

【幹事報告】                     臼井 勉 幹事 

★例会変更 

◎川崎北ＲＣ 

◆4/19（水）⇒4/22（土）に変更 ロータリー大講演会 参加 

◆5/31（水）夜間例会 屋形船「長八」 

◎横浜あざみＲＣ 

◆４/26（水）移動例会 12：00～  

チャリティーコンサート  アートフォーラムあざみ野１Ｆ 

◎川崎西北ＲＣ 

◆４/20（木）⇒4/22（土）に変更 ロータリー大講演会 

◆４/27（木）昼例会 ◆6/1（木）⇒5/30（火）に変更 ３クラブ

合同例会 18：00点鐘 ホテルモリノ 

◎川崎中原ＲＣ 

◆４/20（木）⇒4/22（土）に変更 ロータリー大講演会   

◆４/27（水）、5/11（水）昼例会  ◆5/25（木）⇒5/20（土）に

変更 創立 30周年記念例会 14：50点鐘 ホテル精養軒 

◆6/15（木）、6/29（木）休会 

【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 

1186回 29 24 5  82.8％ 

1185回 29 25 4 4 100％ 

1184回 29 12 17 5 58.6％ 

【ニコニコ委員会】         梶 俊夫 委員長 

 第 1186回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    24件 ￥24,000 

●会員 

◇志村幸男会長 【先日 台湾で展示会をしてきました】 

◇碓井美枝子会員 【今日、孫の中学の入学式に行ってきまし 

た。久しぶりに新鮮な気持ちになりました】 

◇大野勉会員【花見頃】 

◇親松明会員 【長瀬君 竹の子ありがとうございました】 

◇木村良三会員 【桜満開】 

 

 

 

 

 

 

◇梶俊夫会員 【桜の花がきれいです。全国交通安全運動で

す。本日キャンペーン】 

◇佐藤忠博会員 【青戸さん、おみやげありがとうございました】 

◇鈴木昭弘会員◇鈴木憲治会員  

【今年の桜とお天気は、少々イジワルですね】 

◇長瀬敏之会員 【桜 タイミングが合わず花見ができません。

麻生川満開です】 

◇森茂則会員 【先日の地区研修会 役員の方ご苦労さまでした】 

◇臼井勉幹事 ◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 

◇川崎航会員 ◇黒木啓太郎会員 ◇佐々木範行会員 

◇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 ◇森啓伊会員  

◇雪井洋子会員     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 

 1186回（件数） 合計 

米山記念奨学 4件 ¥50,000 

◇志村会長【先日台湾で文化交流をしてきました】 

◇梅澤馨会員 ◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木憲治会員 

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 

 1186回（件数） 合計 

ロータリー財団 2件 ¥23,200 

◇梅澤 馨会員【桜がきれいです】 

◇鈴木憲治会員     ご協力有難うございました。 

【親睦委員会より】        鈴木 昭弘 委員長 

来週は、米山奨学生の李さ 

んの送別会、新会員２名の 

歓迎会、臼井幹事の（例会 

当日）誕生日会という形で行 

います。 

18：00に昭和音大近くのカド 

クラ新百合ヶ丘店（九州料理 

の店）で行います。会費は、25周年の打ち上げの意味もあり、

その予算からも少々捻出し、1000円にしたいと思っておりま

す。ご参加のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

 
雪井洋子 出席委員長 梶俊夫 ニコニコ委員長 

 



【創立 25周年行事委員会】      鈴木 憲治 委員 

 

 

 

 

 

先日の25周年に関して、打ち上げの費用以外の入金、出

金は全て終えました。当初予定していた額とほぼ相違な

い範囲で行うことができました。収支の差額は、今まで

皆様からお預かりしていた特別口座の方から充当いた

しました。今後支援として、フエ外国語大学へ本を送る

ことや少年野球への支援などがありますが、その費用も

そこから捻出いたします。 

これらが全て終わりましたらプリントをお渡しいたし

ます。以上ご報告いたします。有難うございました。 

【職業奉仕委員会】   青戸委員長代理 志村幸男会長 

3月17日「小澤酒造(株)」訪問 収支報告 

収入 移動例会費と職業奉仕委員会予算 88,000円 

    麻生BOXより            800円 

支出 食事代、バス代、他       88,800円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【雑誌広報委員会】        長瀬 敏之 委員長 

「ロータリーの友」と「ガバナー 

マンスリー」の今月号のご紹介 

をします。 

「ロータリーの友」今月号はイン 

ターアクトのことが載っています 

のでご覧ください。14ページに 

女性会員入会要請ということで、女性会員が 30％のクラブ

があるとのことで、女性会員の増強をお願いします。24ペー

ジにチャリティマラソンの記事があります。これは臼井幹事

が出場予定でしたが、怪我でキャンセルし残念なことでした。

32 ページにはカンボジアからの米山奨学生の記事がありま

す。お読みください。58 ページにはアルツハイマーのことが

載っています。皆様には身近な話題として参考にされてく

ださい。 

「ガバナーマンスリー」の 8 ページに先日の 25 周年の記事

がありますので、目を通してださい。 

 

 

【四つのテスト】             梅澤 馨 会員 

【点  鐘】             志村 幸男 会長

【会報委員会】           文責：鈴木 憲治 委員 

 

 

 

 

 

4 月 2 日（日）に聖光学院中・高等学校で開催された地

区研修・協議会へ次年度会長、幹事、委員長及び新会

員３名が参加しました。 

 


