
第１１９７回例会 ７月 ７日（金）理事役員会、会長・幹事・クラブ奉仕委員長就任挨拶  ホテルモリノ 

第１１９８回例会 ７月１４日（金）五大奉仕委員長就任挨拶              ホテルモリノ 

第１１９９回例会 ７月２１日（金）クラブ奉仕委員長会議報告             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】               蓬田 忠 SAA委員 

ロータリーソング『我等の生業』 

【ゲスト・ビジター紹介】           志村 幸男 会長 

◆第三Ｇガバナー補佐 鈴木 文夫様（川崎百合丘ＲＣ） 

◆見学者  大和 ヒロシ様（プロレスラー/歌手） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会長・幹事ご苦労様】         森 茂則 次年度会長 

志村幸男会長、臼井勉幹事、1年間ご苦労様でした。 

森茂則次期会長より記念のプレゼントが手渡されました。 

【会長報告】                    志村 幸男 会長 

１．７月のロータリーレート １ドル＝111円 

２．川崎西北 RC より 親睦家族会の案内 ７月１５日（土）  

   例会後、17：30～19：15食事  19：30～花火鑑賞会 

   横浜ホテルモントレ―にて 会費 12000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．ガバナー事務所より 書類が送付される。 

 ①韓日親善会議案内・申込書  ②ツアー会社よりの案内  

③地区職業奉仕委員会より 冊子 13冊  

④R情報研究会より R情報ハンドブックと冊子の案内  

⑤麻薬・覚せい剤乱用防止センターより ポスターなど。 

４．2016-17 年度 RYLA 地区委員長より ２月に行われた

RYLA記録冊子が送られる。 

５．米山記念奨学会より 米山功労賞の表彰品が届く 

  ★鈴木憲治会員：第 29回米山功労者  

 ★志村幸男会員：第 3回米山功労者 

６．ロータリー財団より ★鈴木昭弘会員へ  

ポールハリスフェロー＋(プラス)２のピンバッジが届く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1196回 例会記録 平成 29 年 6月 30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 

 

 

鈴木ガバナー補佐 

「今年度は会員減少に

歯止めがかかったよう

に思います。１年間有

難うございました。」 

ご見学の大和ヒロシ様 

 

 

 
記念品を受ける志村幸男会長、臼井勉幹事、（右）森茂則次年度会長 

  
（右）梅澤馨 米山記念奨学委員長 （右）ピンバッジを受ける鈴木昭弘会員 



７．川崎市「社会を明るくする運動推進委員会」街頭キャンペ

ーンの案内 7/8（土）10：30～新百合駅南口 パンフ配りなど  

８．百合丘 RCの前事務局 太田さんのご主人が亡くなられました。 

９．しんゆり芸術祭実行委員会より 実行委員会資料が送られる。 

10. 青少年交換派遣学生の竹尾光君の富士登山案内が届く 

    7月 8日(土)～9日（日）一泊二日  ※竹尾君出席 

※竹尾君がドイツへ出発を前に、ご希望の方は寄せ書きを

お願いしたく、次年度始めより色紙を回します。 

11. 2017 J:COMジャビットカップ川崎市麻生区大会で王禅寺

少年野球部が優勝しましたので、25 周年事業でお約束

のカップを授与します。（現在手配中） 

【幹事報告】                      臼井 勉幹事 

★例会変更 

◎川崎西北 RC 7/13（木）⇒7/15（土） 移動例会に変更  

17：00点鐘 ホテルモントレ横浜  

◎川崎大師 RC 7/26（水）18：00～ 暑気払い例会  

川崎商工会議所トップラウンジ 

★次年度の活動計画書が届いています ◎川崎西北 RC より  

【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 

1196回 30 27 3  90％ 

1195回 30 24 6 4 93％ 

1194回 30 24 6 5 97％ 

【ニコニコ委員会】         梶 俊夫 委員長 

 第 1196回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    27件 ￥31,000 

●お客様 

◇鈴木文夫様【1年間ありがとうございました】 

●会員 

◇志村幸男会長【ガバナー補佐 1年間有り難うございました。

最終例会となりました。有難うございました】 

◇臼井勉幹事 【鈴木ガバナー補佐 ご出席ありがとうございました】 

◇碓井美枝子会員【志村会長、臼井幹事 一年間御苦労様でした】 

◇梅澤馨会員【会長幹事 １年間お疲れ様です】 

◇大野勉会員、◇梶俊夫会員【今年度最後ですね】 

◇木村良三会員【親松会員様から野球グラウンド整備用トンボ

をご寄付いただきました！】 

◇鈴木昭弘会員、◇鈴木憲治会員【志村会長、臼井幹事  

１年間お疲れ様でした！】 

◇鈴木豊成会員【会長幹事 一年間ごくろう様でした】 

◇長瀬敏之会員【同上、黒木元シェフおいしかったです】 

◇山下俊也会員、◇雪井洋子会員【会長、幹事 1年間ご苦労様でした】 

◇蓬田忠会員【会長幹事おつかれ様。鈴木文夫ガバナー補

佐１年間ご苦労様です】 

◇青戸慶太会員 ◇宇津木茂夫会員 ◇親松明会員 

◇川崎航会員 ◇佐々木範行会員 ◇佐藤達弥会員 

◇杉山遼会員 ◇鈴木眞一会員 ◇中山隆弘会員 

◇花輪孝一会員 ◇藤本隆会員 ◇森茂則会員 

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 

●第 1196回例会  １件  合計￥10,000円 

◇志村幸男会長 【最終例会、１年間有り難うございました】 

ご協力有難うございました。 

【プログラム委員会】     鈴木 昭弘 次年度委員長 

★7月の例会会場は、全てホテルモリノになります。 

★次年度は、 

①3 ヶ月に一回程度、杉山会員による 

健康セミナーの実施を予定しています。 

②５分程度のショート卓話を会員全員 

に実施してもらう予定です。１か月位 

前に卓話者に通知します。 

【クラブ奉仕委員会より】      大野 勉 次年度委員長 

昨日次年度のクラブ奉仕委員会の炉辺を行いました。各委員

長さんには、多くの抱負を語っていただきました。次年度は皆

様のご協力を得て、頑張っていきたいと思います。 

【報告諸々】             鈴木 憲治 会員 

青少年交換派遣学生の竹尾光君について、ドイツ派遣が決ま

ったいきさつ、また百合丘ＲＣからタイへ派遣が決まった女子

高校生についての報告。竹尾君は 8 月 1 日にドイツへ向かい

ます。明後日、会長と壮行会に参列します。 

ドイツからくる学生については、メインの受入れクラブは高津南

ＲＣで、当クラブはサブという形になります。8 月 7 日成田着の

ルフトハンザで来日します。学校は桐光学園に決まりました。    

次に会員増強について、皆様にロータリーのルールを守って

頂きたいと思います。次年度新会員が入ったら講習をするつも

りです。しっかり地に足をつけて、尊敬され、魅力あるクラブに

したいと思っております。 

【王禅寺少年野球ＪＣＯＭカップ優勝】 木村良三会員 

 

 

 

 

 

 

 

【四つのテスト】           碓井 美枝子 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 

 

 

王禅寺少年野球部のコーチをして

おりますが、優勝カップが贈呈され

るということで、お礼を申し上げま

す。現在 33 名の子供達が頑張っ

ています。8 月 10 日に東京ドーム

でチャンピオン大会があります。 

また、先週の優勝の模様は、７月７

日の JCOM テレビの地域ニュース

で１５分の放映があります。 

また先週の優勝の模様は、７月７日 

の JCOMテレビの地域ニュースで１５分の放映があります。 


