
第１２１４回例会１１月２４日（金）社会奉仕活動       百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第１２１５回例会１２月 １日（金）理事役員会⑥、年次総会  ホテルモリノ 

第１２１６回例会１２月 ８日（金）招聘卓話         ホテルモリノ 

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】               ホテルモリノ 

【S.A.A.】               佐藤 忠博 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 

◆チェリスト  

森田 啓佑 様 

※クリスマス会に出演予定 

です。 

【会員・奥様誕生日、結婚記念日】志村 幸男 親睦委員長 

【奥様】 大野勉  会員夫人 順子様(11月 4日) 

  鈴木眞一 会員夫人 知佐子様(11月 8日) 

  梅澤馨  会員夫人 恵子様(11月 23日) 

【結婚記念日】 青戸慶太 会員(11月 6日) 

      長瀬敏之 会員(11 月 19 日) 

      花輪孝一 会員(11 月 23 日) 

      森茂則  会員(11 月 28 日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 5回理事・役員会報告】          森 茂則 会長 

１．2018～2019年度委員指名(決定)について 

２．さらしの件（さらす期間が２週間しかない） 

３．親睦委員会の件  クリスマス会の概略説明 

４．事務局退職の件 

５．コピー機リース終了と継続の件 (2018.2月より） 

  現在 月間￥14,910 再リースは、年間￥18,403 

６．その他  

新年度最初の例会（新年例会 1/12） とん鈴にて 

以上、理事役員会にて承認されました。 

【会長報告】               森 茂則 会長 

１．ガバナー事務所より 

①ガバナー公式訪問と地区大会のお礼状が届く。  

②クラブ戦略委員長会議のお知らせ  

12月 5日 メモワール ※鈴木憲治会員出席 

③チャリティマラソン説明会の案内  

12月 8日（金）16：30 メモワール 

２．新横浜ロータリークラブより 

   南アフリカ学習支援のお願い（寄付支援） 

３．RLI(ロータリーリーダーシップ研究会)パートⅢの案内 

   11/26（日）8：30～ 聖光学院中・高等学校 

 

 

 

 

 

 

 

第 1213回 例会記録 平成 29 年 11月 17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 

 

 

 
左より森会長、大野会員、梅澤会員、青戸会員 

大野会員のコメント 

「うちの奥さんの誕生日当日

に花束が届き、夜には家族

10 人ほどでお祝いをしまし

た。本人は大変喜んでおりま

した。有難うございました。」 

 
 



４．米山奨学生年末パーティーのお知らせ 

   12月 3日（日）18：00～ ホテルキャメロットジャパン   

５．川崎西北 RC より 来日学生が帰国したため、 

第三グループ人頭分担金の返金お知らせ 

６．第 34回 RYLA（ロータリー青少年指導者養成プログラム）の案内 

    2018年 2月 17日（土）～18日（日） 

横浜市野島青少年研修センター 

７．川崎市アートセンター10周年記念式典の案内 

   12月 2日（土）17：00～ 新百合２１ホール   

８．あさお区民まつり反省会の案内  

12月 1日（金）16：30～ 区役所４F 

９．ハイライト米山 212号がメールで届いています。 

10. 川崎西北 RC より 第三グループゴルフ大会のお知らせ  

3月 14日（水）よみうりゴルフクラブ  申込締切１月末 

【幹事報告】              森 啓伊 幹事 

★例会変更 

◎川崎中央 RC 

◆11/20(月）⇒11/16(木) 

３クラブ合同親睦例会に変更  

18：30点鐘 川崎日航ホテル 

◎川崎とどろき RC 

◆12/11(月)年忘れ家族会 ◆11/20(月)、12/18(月) 休会 

◎川崎中 RC 

◆12/12(火)年忘れ家族会 ◆11/21(火)、12/19(火)休会 

◎川崎大師 RC 

◆12/20(水)年忘れ家族会 横浜ベイシェラトン  

◆12/27(水)、1/3(水) 休会◆1/10（水）４クラブ合同例会  

◎新川崎 RC  

◆12/20(水)クリスマス家族会 

◆1/17(水)職場訪問 横浜崎陽軒 ◆11/29休会 

◎横浜本牧 RC 

◆11/30(木)夜間例会 19：00点鐘 KKRポートヒル 

★会報着 

◎新川崎 RC 第 1082回（10/4）～第 1085回（10/25） 

◎川崎中 RC 第 2160回（7/4）～第 2169回（9/26） 

◎川崎とどろき RC 第 871回（7/3）～第 879回（9/25） 

【チェリスト 森田 啓佑様 自己紹介と演奏】 

（自己紹介）現在、新百合ヶ丘に在住で調布にある桐朋学園

大学音楽学部ソリスト・ディプロマ・コース（大学院）２年に在籍

しています。湘南ロータリークラブに知り合いがいてクリスマス

会に参加することになりましたが、地元のロータリークラブへも

と思い、連絡させて頂きました。今日は、少しだけ演奏させて

頂きたいと思います。 

チェロは楓と松の木でできています。弓は馬の尻尾の毛です。 

今日はチェロの曲で一番有名なサンサーンスの「白鳥」を演奏

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 

1213回 32 23 9  71.2％ 

1212回 32 19 13 ― 100％ 

1211回 32 24 8 8 100％ 

※1212回地区大会 全員登録  

 

 

 

 

 

【ニコニコ委員会】        碓井 美枝子 委員長 

 第 1213回(件数) 合 計 

ニコニコ    21件 ￥21,000 

●会員 

◇碓井 美枝子会員【人生いろいろ。足の小指を骨折しました】 

◇大野 勉会員【残りわずかになりました】 

◇梶 俊夫会員【寒い日が続いています。風邪をひかないよう

要注意です】 

◇志村 幸男会員【先日、横浜日吉ロータリークラブで卓話を

して参りました】 

◇鈴木 眞一会員【家内に花をありがとうございました】 

◇森茂則会長 ◇森啓伊幹事 ◇青戸慶太会員 

◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 ◇円城寺広明会員 

◇親松明会員 ◇木村良三会員 ◇黒木啓太郎会員 

◇佐藤達弥会員 ◇杉山遼会員 ◇鈴木豊成会員 

◇中山隆弘会員 ◇藤本隆会員 ◇門間亜砂子会員 

◇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】       大野 勉 会員 

 第 1213回(件数) 合 計 

Ｒ . 財団    4件 ￥14,400 

◇鈴木眞一会員【家内に花をありがとうございました】 

◇鈴木豊成会員【寒くなり身体がついてゆけません】––– 

◇宇津木茂夫会員 ◇山下俊也会員  

     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 

 1213回（件数） 合計 

米山記念奨学 3件 ¥7,000 

◇梶 俊夫員【寒いです】 ◇宇津木 茂夫会員  

◇山下 俊也会員         ご協力ありがとうございました。 

【職業奉仕委員長会議報告】       森茂則会長 

川崎委員長の代理で報告します。10月 23日 15：00からメモワ

ールプラザで行われました。湯川ガバナーのご説明があり、短

期教職員派遣報告、企業の継続・継承についてなどのお話し

がありました。続いてガバナー補佐とのテーブルディスカッショ

ンが行われました。（中略） 

横浜市では教職員が企業へ短期派遣で出向き、研修を行うと

いうことが行われています。川崎市でもあるので、私のところで

も接客などの研修の受け入れを検討したいと思います。 

【2018-19年度理事役員（案）発表】     森 茂則 会長 

◎会長 大野勉  ◎幹事 青戸慶太 

◎会長エレクト 親松明 ◎副会長 碓井美枝子 

◎副幹事 宇津木茂夫 ◎会計 佐藤忠博 

◎会場監督 鈴木昭弘 ◎社会奉仕委員長 中山隆弘 

◎職業奉仕委員長 円城寺広明 

◎国際奉仕委員長 黒木啓太郎 

◎青少年奉仕委員長 鈴木眞一 

◎理事 森茂則  ◎理事 森啓伊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【来週の清掃活動ついて】               森 啓伊 幹事 

本日欠席の鈴木昭弘社会奉仕委員長からの清掃活動につい

ての詳細書類が、各棚に入れてあります。ご覧になったうえ、

ご協力よろしくお願いいたします。 

また、先日のガバナー公式訪問の集合写真を大野会員から

各人へいただきました。 

【クリスマス家族会について】       志村 幸男 親睦委員長 

12月 22日（金）  ホテルモリノにて  受付 １７：００～  

例会 １８：００～１８：１５ クリスマス家族会 １８：１５～２１：００ 

会費、プログラムについて説明、また出欠確認などは後日、事

務局から各会員へメール致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【四つのテスト】          円城寺 広明 会員 

【点  鐘】             森 茂則 会長 

【会報委員会】          文責：宇津木 茂夫 会員 

 

 

 

 


