
第１２０３回例会 ９月 １日（金）理事役員会③               ホテルモリノ 

第１２０４回例会 ９月 ８日 (金) クラブ奉仕委員長会議報告他        ホテルモリノ 

第１２０５回例会 ９月１５日 (金) 米山委員長会議報告、会員ショート卓話②  百合ヶ丘ＣＣ 

 

 

【点 鐘】               森 茂則 会長 

【例会場】               琴平神社会館 

【S.A.A.】                      鈴木 憲治 委員 

【ソング】         ロータリーソング『四つのテスト』 

【ゲスト・ビジター紹介】          森 茂則 会長 

・川崎西北 RC 第 3Gガバナー補佐 奥原 章男 様 

・川崎高津南 RC 会長 大友 憲子 様 

・川崎西北 RC 吉場 八重子 様、 片寄 優子 様 

・川崎百合ヶ丘 RC 前ガバナー補佐 鈴木 文夫 様、 

     会長 中村 和宏 様、 幹事 安藤 美恵子 様 

・青少年交換来日学生 ノエル・シフターラー君 
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【会長報告】                   森 茂則 会長 

1．訃報 パストガバナー 成田行雄様(川崎南RC)  

        8月15日ご逝去 享年83歳 

2．訃報 川崎百合丘RC阿久澤信人会員の父上 利雄様 

      8月22日ご逝去 享年88歳 

3．地区大会参加促進キャンペーンで9月1日の例会に地区 

  幹事 谷川公一様(川崎西RC)が来訪されます。 

4．ガバナーより、2020-21年度指名委員会 委員候補者 

  推薦のお願い 期限9/6 

5．社会奉仕委員長会議の案内 9/22(金)15:00～ 

  メモワールプラザにて 

6．R財団セミナー開催の案内 9/14(木)15:00～ 

  メモワールプラザにて 

7．青少年交換派遣学生帰国報告と来日学生歓迎会案内 

9/2(土)14:00～報告会17:00～懇親会 小机幼稚園にて 

8. 地区国際奉仕委員長より 国際奉仕委員会のホーム 

  ページ開設のお知らせ URL:www.2590int-ser.com 

9. 川崎中原RCより 45周年行事の案内 

    10月17日(火)15:00～ホテル精養軒 

10. 第3グループ会長幹事会のお知らせ 

    9月13日(水) ホテルKSP 

11. 米山梅吉記念館より 

   ①一人100円募金と賛助会員(年間3千円)募集の案内 

   ②秋季例祭の案内 9月16日(土)14:00～米山梅吉 

     記念館ホール 申込9/3迄 

12. 社会を明るくする運動 麻生区推進委員会より 

   ①寄付のお願い 一口10,000円 

   ②少年サッカー教室の開催 9月23日(土)9:00～ 

     フロンターレ麻生グラウンド 

 

 

 

 

 

 

第 1202回 例会記録 平成 29 年 8月 25日（金） S.A.A 委員長 蓬田 忠 

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 

 

 

 

 

 

 

←【ホストファーザー 木村会員コメント】 8月7日に

ドイツ デュッセルドルフから来日しました交換留学

生のノエル・シフターラー君です。今は関内の日本

語学校に一人で通っています。9 月 11 日から桐光

学園に通学します。 

【ノエル君コメント】 こんにちは、初めまして。私は 

ノエルで、15歳です。どうぞよろしくお願いします。 

 

www.2590int-ser.com


13. 麻生区町会連合会会長の就任挨拶と前会長の退任 

   挨拶が送られる。 

14. 麻生区少年野球連盟より 学童軟式野球秋季大会の 

   案内 8/27～片平球場にて 

15. ハイライト米山209号がメールで届いています。 

16. 「アクトの日」の案内 9月10日(日)13:00～16:00 

    横浜セネックス大会議室 

【幹事報告】              森 啓伊 幹事 

★例会変更 

◎新川崎RC ◆8/30（水）休会 ◆9/13(水)移動例会 点鐘

18:00「桜苑」 ◆9/27(水)移動例会 点鐘18:00 「わん」 

   例会後ミューザにてコンサート鑑賞  

★冊子送付 

◎川崎幸RCより 創立45周年記念誌 

【出席委員会】            杉山 遼 委員長 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1202回 32 29 3  90.6％ 

1201回 31 27 4 4 100％ 

1200回 31 25 6 4 93.5％ 

【ニコニコ委員会】         碓井 美枝子 委員長 

 第 1202回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    35件 ￥45,000 

●お客様 

◇川崎西北RC第3Gガバナー補佐 奥原章男 様 【家族会の

開催おめでとうございます。今日はお世話になります。】 

◇川崎高津南RC会長 大友憲子 様 【お世話になります】 

◇川崎西北RC 吉場八重子 様 【本日宜しくお願い致します。】 

◇川崎西北RC 片寄 優子 様 

  【今年も厚い友情に心から感謝申し上げます。】 

◇川崎百合ヶ丘RC前ガバナー補佐 鈴木 文夫 様 

  【お世話になります】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇川崎百合ヶ丘RC会長 中村和宏様、幹事 安藤美恵子様 

  【本日はお世話になります。楽しみに参りました。】 

●会員 

◇森茂則会長【お客様 暑い中ありがとうございます】 

◇森啓伊幹事【皆さんようこそ】 

◇川崎航会員 ◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木憲治会員 

◇鈴木眞一会員 ◇佐藤忠博会員 ◇志村幸男会員 

◇青戸慶太会員 ◇臼井勉会員 ◇碓井美枝子会員 

◇宇津木茂夫会員 ◇円城寺広明会員 ◇老沼純会員 

◇大野勉会員 ◇親松明会員 ◇木村良三会員                

◇黒木啓太郎会員 ◇佐々木範行会員 ◇佐藤達弥会員  

◇杉山遼会員 ◇鈴木豊成会員 ◇中山隆弘会員 

◇藤本隆会員 ◇山下俊也会員 ◇雪井洋子会員 

◇蓬田忠会員 ◇花輪孝一会員 ◇門間亜砂子会員 

     以上、ご協力ありがとうございました。 

【親睦家族委員会】        志村 幸男 委員長 

納涼会では毎年恒例の流しそうめんをしますが、他にも食

べ物は沢山ありますので、5 時半から時間の制限なく行いま

す。暗くなったら最後に花火も用意しています。バイキング

形式で食べ放題、飲み放題、どうぞ楽しんでください。 

【活動計画書について】       森 茂則会長 

当クラブでは、前回も行いましたが新会員向けに活動計画

書を基に勉強をしております。本日は五人組や炉辺につい

てです。活動計画書にある五人組の〇が付いている方はリ

ーダーで、ぜひ炉辺を開いてください。そこで出てくる議題

は会員増強につながります。話合いの結果を会長の方へあ

げてください。よろしくお願いします。 
 

【四つのテスト】           鈴木 昭弘 会員 

【点  鐘】             森 茂則 会長 

【会報委員会】          文責：山下 俊也 委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2017  納 涼 家 族 会  17:30～ 琴平神社庭園にて 
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