
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）誕生日会       リストランテ・アベーテ 

第１２０８回例会１０月 ６日（金）理事役員会④、指名委員会委員任命  ホテルモリノ 

 

 

 

【点  鐘】               森 茂則 会長 

【例会場】         百合ヶ丘カントリー倶楽部 

【S.A.A.】                 梅澤 馨 委員 

【ソング】 ロータリーソング『我等の生業』 

【ゲスト・ビジター紹介】          森 茂則 会長 

◆見学者  プロレスラー・歌手 大和ひろし 様 

【来客ご挨拶】 大和ひろし 様 

7月 30日に「新百合 21」でプロレス 

の大会を行い大盛況で終わることが 

できました。皆様のご協力を有難うご 

ざいました。 

今後は麻生区と私の地元の千葉を 

中心に、地域に寄り添う活動を行って行きたいと思います。 

それとは別に、歌手業もやっていましてＣＤも発売しております。

私の曲をカラオケで歌ってください。 

【会長報告】             森 茂則 会長 

１． ガバナーより  

募金活動支援の要望    

横浜北 RC より 難病と闘う少女 

の心臓移植のための募金 

２．受入学生オリエンテーション① 

9月 30日（土）14：00～16：00  

小机幼稚園にて  

※受入学生の出身国紹介を一人 10 分以内で、パワーポイ

ントなどで紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

３．国際奉仕委員長会議のお知らせ 

  10月 12日(木)15：00～17：00 メモワールプラザ 

  返信期限：10/4 

４．R財団月間（11月）の卓話実施のお願い 

   希望するクラブへ卓話者派遣、申込書が届いています。 

5．ハイライト米山 210号がメールで届いています。 

【9月 13日に行われた会長幹事会の報告】 

議題のひとつ〈各クラブの会員増強と成果について〉 

〇川崎百合ヶ丘ＲＣ サブリーダー形式をとっている。 

〇川崎西北ＲＣ ゴルフ同好会をつくる。 

〇川崎西ＲＣ 入会式前日に２時間の研修、御婦人同伴。 

〇当クラブでは活動計画書を勉強し、理解するようにする。 

【幹事報告】    森 啓伊 幹事 

★例会変更 

◎川崎中央RC  

◇9/18(月)、10/10（月） 祝日休会   

◇9/25(月)お月見移動例会  

点鐘18：30 会員宅にて 

◎川崎宮前RC  

◇9/19（火） 移動例会 点鐘18：30 木曽路宮前平店  

◇10/17（火）移動例会 職場訪問 

増上寺参拝～東京湾クルージング 

◇11/11（土）移動例会 地区大会 ◇11/19（日）移動例会 

宮前区民祭バザー ◇11/14（火）、11/21（火） 振替休会 

※10月13日にクラブ協議会が開催されますが、各委員長は欠

席されないように参加をお願いします。もし欠席の場合は代

理をたててください。 

※ポリオ撲滅チャリティディナーショーの参加者が定員に満た

ないので、ぜひ登録をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

第 1205回 例会記録 平成 29 年 9月 15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 

 

 

 

 



【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 

1205回 32 26 6  81.3％ 

1204回 32 25 7 4 90.6％ 

1203回 32 30 2 2 100％ 

 

 

 

 

 

 

 

【ニコニコ委員会】               藤本 隆 委員 

 第 1205回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    24件 ￥25,000 

●会員 

◇大野勉会員【孫の敬老の集いに10:00に行って来ました】 

◇鈴木昭弘会員【定期演奏会 無事終了いたしました。 

有難うございました。】 

◇鈴木憲治会員【昭弘さん演奏会お疲れ様でした。】 

◇森茂則会長 ◇森啓伊幹事 ◇青戸慶太会員 

◇臼井勉 会員 ◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 

◇円城寺広明会員 ◇親松明会員 ◇梶俊夫会員 

◇木村良三会員 ◇黒木啓太郎会員 ◇佐藤達弥会員 

◇杉山遼会員 ◇鈴木眞一会員 ◇長瀬敏之会員 

◇中山隆弘会員 ◇花輪孝一会員 ◇藤本隆会員 

◇門間亜砂子会員 ◇雪井洋子会員 ◇蓬田忠会員 

     以上、ご協力ありがとうございました。 

【ロータリー財団委員会】     鈴木 眞一 委員長 

 第 1205回(件数) 合 計 

Ｒ . 財 団    1件 ￥1,000 

◇円城寺広明会員     ご協力ありがとうございました。 

【米山記念奨学委員会】        梶 俊夫 委員長 

 1205回（件数） 合計 

米山記念奨学 2件 ¥2,000 

◇円城寺広明会員 ◇川崎航会員 

ご協力ありがとうございました。 

【親睦活動委員会】 親松 明 委員 

<本日欠席の志村委員長より>   

９月２９日の移動例会の会費は当初 

４０００円ということでしたが、3000円 

で予算に見合うということです。当日 

の支払を宜しくお願いいたします。 

【米山委員長会議報告】        鈴木 憲治会員 

9月5日にソシアで行われ、代理 

として出席するはずでしたが都合 

がつかず行かれませんでした。 

後日レジメを頂きましたので皆様 

に報告いたします。 

ひとつは「豆辞典」が全員に届き 

ますので、これに米山記念奨学事業のことが出ています。来

年２月に50周年の式典がありますが、これを読めば米山の事

業についてすべて分かります。 

当クラブは今年度から寄付は少額積立でもいいということで始

め、これは画期的なことで、負担なく寄付して頂けると思います。

この事業は寄付で成り立っていますので、ご協力をお願いい

たします。昨年度は全体で約13億の寄付があり、全額米山奨

学生の運営費に充てています。今まで約２万人の方が米山奨

学生として育っています。１年間に1万6千円を一括でも積立で

もいいので寄付をお願いいたします。 

それと、四つのテストには、「事実かどうか」「全ての取引先に

対して公正かどうか」「信用を高め取引先を増やすかどうか」

「全ての取引先に利益をもたらすかどうか」というのが解釈です。

これを踏まえて今年度の方針を理解していきたいと思います。 

【その他】                                                                   

●大野勉会員 

・先週配りましたアンケート「会員満 

足度調査シート」を今月中に無記 

名で事務局まで出してください。 

・米山記念館訪問の件は１０月１２日 

(木)に予定していましたが、なかな 

か参加できない方が多いので１０月２６日(木)ではいかがで

しょうか。１０月は米山月間なので記念館訪問のクラブが多

いようです。よろしくお願いします。 

●森茂則会長 

１０月２７日に、ガバナーが公式訪問でおみえになったとき

にロータリーソング『友達になろう』を歌いますので、毎回練

習します。よろしくお願いいたします。 
 

♪友達になろう みんなと誰とでも  

こころのひろい友達になろう われらはロータリー  

いつも心あたたかく 希望乗せてロータリー 

友達になろう 苦楽を共にして 

春夏秋冬 変わらぬちぎりを 

われらはロータリー  ♪♪ 
 

【四つのテスト】            杉山 遼 会員 

【点  鐘】             森 茂則 会長 

【会報委員会】           文責：中山 隆弘 委員 

 

 

 

 
杉山出席委員長 藤本ニコニコ委員 

 

 

 


