第 1204 回
【点

例会記録

平成 29 年 9 月 8 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
森 茂則 会長

鐘】

【例会場】

ホテルモリノ

【S.A.A.】

梅澤 馨 委員

【ソング】

ロータリーソング『それでこそロータリー』

【会長報告】

森 茂則 会長

１．ガバナー事務所より
①７月入会の円城寺新会員へ、ガバナーより記念品とバ
ナーが届きました。（右列上に写真）
②今年度に限りクラブ会員が逝去した際、会長よりの要

記念品を受ける円城寺新会員（右）

【出席委員会】

望があり、ガバナー事務所へお知らせをすれば、地区
より生花や弔電を手配します。
２．2018-19年度の青少年交換派遣学生の募集が始まる。
志願者がクラブへの申込期限 ９月29日（金）
クラブよりガバナー事務所への提出期限 10月13日（金）
３．高津南RCより納涼会の案内

【幹事報告】

会員

出席

欠席

1204 回

32

25

7

1203 回

32

30

2

2

100％

1202 回

32

29

3

3

100％

★例会変更

出席率
78％

藤本 隆 委員

第 1204 回(件数)
25 件

合 計
￥25,000

◇森茂則会長 ◇森啓伊会員 ◇青戸慶太会員
◇臼井勉 会員 ◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員

◇9/18(月) 休会

◇円城寺広明会員 ◇大野勉会員 ◇親松明会員

◎川崎鷺沼RC
◇9/20（水） 移動夜間例会（家族デー）点鐘18:00
代官山ASO チェレステ 二子玉川店

修正

【ニコニコ委員会】

ニコニコ
森 啓伊 幹事

◎川崎とどろきRC

例会数

9月25日（月）18：00～

墨田区向島の割烹「うなぎ大和田」

杉山 遼 委員長

◇9/27（水）休会

◎川崎高津RC
◇9/14（木） 移動例会 供養例会（大蓮寺）点鐘11：00

◇梶俊夫会員 ◇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 ◇鈴木昭弘会員
◇鈴木憲治会員 ◇鈴木眞一会員 ◇鈴木豊成会員
◇長瀬敏之会員 ◇中山隆弘会員 ◇藤本隆会員

◇10/12(木) 移動例会 防災教室（坂戸小学校）

◇門間亜砂子会員◇山下俊也会員 ◇雪井洋子会員

◇10/26(木) 親睦移動例会

◇蓬田忠会員

第１２０５回例会 ９月１５日（金）委員長会議報告

以上、ご協力ありがとうございました。

会員ショート卓話

百合ヶ丘ＣＣ

第１２０６回例会 ９月２２日（金）委員長会議報告、会員ショート卓話

百合ヶ丘ＣＣ

第１２０７回例会 ９月２９日（金）移動例会（夜会）

リストランテ・アベーテ

［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
［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
［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
TEL：044-951-1322
TEL：044-951-1322 0R 移動例会

杉山遼 出席委員長

藤本隆 ニコニコ委員

【ロータリー財団委員会】

鈴木 眞一 委員長

第 1204 回(件数)
Ｒ.財団

合 計

4件

￥11,000

【S.A.A.】

馨 委員

本日は５人組のグループ席を作りましたが、また今後何回かこ
のようにしたいと思っており、皆さんの情報交換や親睦を図っ
ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

◇大野勉会員 ◇梶俊夫会員 ◇佐々木範行会員

【青少年奉仕委員会】

◇雪井洋子会員

本日は 8 月 4 日の委員長会議報告

ご協力有難うございました。

梅澤

宇津木 茂夫 委員長

ではなく、9 月 2 日に小机で行われ
た青少年交換学生の交流会のことを
報告します。
14：00～18：30 頃まで長い時間でし
たが、前半は海外から戻ってきた派
遣学生達のスピーチでした。どの学生もホストファミリーや学校、
鈴木眞一 Ｒ財団委員長

梶俊夫 米山記念奨学委員長

【米山記念奨学委員会】

梶

俊夫 委員長

1204 回（件数）

合計

3件

¥8,000

米山記念奨学

◇円城寺広明会員 ◇梶俊夫会員 ◇雪井洋子会員
ご協力有難うございました。
【雑誌・広報委員会】

鈴木 憲治 委員長

留学生同士の交流などのことを話されました。
次に来日学生のスピーチで、2590 地区にノエル君を含めて７
～８名来ています。8 月中旬から日本語学校に通っていて、ノ
エル君はほとんど日本語を話せなかったのですが、この時は
文章を見ながら、かなり上手にスピーチしていました。
後半は懇親会で、ノエル君は日本語学校で他国の来日生達
と交流があるようで、かなり親しそうにしていました。
【クラブ奉仕委員会】

大野 勉 委員長

８月２１日にクラブ奉仕委員長会
議に行ってきました。
なかなか難しい議題でしたが、
「多様化する例会運営、その特
徴とねらい」ということで、４クラブ
が話されました。
東京米山友愛ＲＣ（米山学友会
「ロータリーの友」９月号ではロータリー友月間ということでより
身近なものを目指して掲載してあります。これについては委員
会で説明がありました。創刊や名づけの由来、内容、について
Ｑ＆Ａ形式で載ってあります。ぜひ読んで頂くということで委員
会の報告、雑誌説明を兼ねていると思います。特にＲＩ指定記

が中心）、衛生クラブ（東京多摩ＲＣが中心）、横浜ベイＲＣ、川
崎中原ＲＣの方々がお話しをされました。
皆さんにアンケートがありますので、提出してください（期限は
9 月末）。また 10 月は米山月間ですので 12 日に米山梅吉記
念館見学を予定しています。よろしくお願いいたします。

事を読んでください。全体的にタイトルだけでも特集や東京の
クラブを訪ねて、次年度のトロント国際大会のご案内など色々

【四つのテスト】

宇津木 茂夫 会員

と興味深い内容となっております。ぜひご覧になっていただき

【点

山下 俊也 副会長

たいと思います。

【会報委員会】

鐘】

文責：中山 隆弘 委員

