第 1215 回
【点

例会記録

平成 29 年 12 月 1 日（金） S.A.A 委員長 梅澤馨

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
【第 6 回理事・役員会報告】

鐘】

【例会場】

ホテルモリノ

【S.A.A.】

青戸 慶太 委員

【ソング】

１. 年次総会決議の件 【承認】
２. コピー機再リースの件
会長、会長エレクト、百合丘ＲＣと相談する。【承認】

国歌『君が代』 ロータリーソング『奉仕の理想』

【ゲスト・ビジター紹介】

森 茂則 会長

森 茂則 会長

３. クリスマス会の件（志村親睦委員長）
準備はモリノの予約など進めている。会員の申込みは

◆白井 旭 様 (百合ヶ丘 RC)

本日まで、予想では９０名位になる予定。会費は次回例

◆中島 建児 様(百合ヶ丘 RC)

会にて支払う。プレゼント提出は15日まで。
本日18：00に親睦委員会を開く。【承認】
４. 新年例会の件（志村親睦委員長）
１月１２日 とん鈴にて 会費4,000円 18:00点鐘
１７：３０より理事役員会 【承認】
５．来年の職業奉仕委員会の件（川崎職業奉仕委員長）
中島様ようこそ

【今月の誕生日・記念日】

白井様ようこそ

２月９日(金) 訪問先の候補 読売ジャイアンツ球場の見

志村 幸男 親睦委員長

学。森会長と相談し来月の理事会にかける。【承認】
６．会長幹事ご苦労様会の件（大野会長エレクト）

<会員> 老沼 純会員（4 日）

会員が増えたので希望をきく。１泊２日を予定。【継続】

<奥様> 木村 友美子様(木村 良三 夫人)（15 日）
、
梶

昭子様(梶 俊夫 夫人)(18 日)

<結婚記念日> 山下俊也会員（12 日） 藤本隆会員（20 日）

【会長報告】

森 茂則 会長

1. ガバナー事務所より
①「地区R財団補助金管理セミナー」開催の案内
12月19日(火)15:00～17:30 メモワールプラザ
②2018-19年度R財団グローバル奨学生・地区奨学生募集
の募集要領が届く
2. RI日本事務局より 新出版物「ロータリーの基本情報」の案
内。従来の「ロータリーのいろは」に代わるもの。

<代表で梶会員のコメント> 後期高齢者になっ
てきましたが、夫婦二人でいつまでも元気にと話

3. 川崎百合ヶ丘RCより「年末クリスマス家族会」の案内

しています。祝って頂いて有難うございます。

第１２１６回例会 １２月

12月19日(火)17:30～受付 18:00点鐘 ホテルモリノ

８日（金）招聘卓話

ホテルモリノ

第１２１７回例会 １２月１５日（金）会員ショート卓話

百合ヶ丘カントリー倶楽部

第１２１８回例会 １２月２２日（金）クリスマス家族会

ホテルモリノ

［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

４. 横浜西 RC より

チャリティーゴルフの当日賞として

◇杉山遼会員 ◇鈴木眞一会員 ◇鈴木豊茂会員
◇長瀬敏之会員 ◇中山隆弘会員 ◇花輪孝一会員

宇津木茂夫会員に記念品が送られる。

◇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 1203 回(件数)
Ｒ.財団

合 計

10 件

￥30,400

◇鈴木昭弘会員【横浜サクソフォンアンサンブルにご支援お
願い致します！】
【幹事報告】

森 啓伊 幹事

◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 ◇円城寺広明会員
◇大野勉会員 ◇親松明会員 ◇志村幸男会員

★例会変更
◎川崎高津南RC ◆12/21(木)クリスマス家族例会 点鐘

◇鈴木眞一会員 ◇山下俊也会員 ◇雪井洋子会員
ご協力有難うございました。

18:00 クラシカベイリゾート ◆12/28(木)、1/4(木)休会
◆1/25(木)川崎大師参 夜間移動例会 点鐘18:00サンピ

【米山記念奨学委員会】

アンかわさき
◎川崎西北RC ◆12/21(木)年末家族会 両国「吉葉」
◆12/28、1/4休会
◆1/4（木）→1/11（木）点鐘12:30 ホテ

ル精養軒 ◆2/15（木）⇒2/6(火) 第二グループ合同例会
◎神奈川RC

◆12/18(月)⇒12/20(水)クリスマス家族会

点鐘18:00 ヨコハマグランドCホテル ◆1/22(月)2クラブ合
同賀詞交換会点鐘18:00 ◆2/12(月)休会
【出席委員会】

12 件

¥53,000

◇鈴木昭弘会員【横浜サクソフォンアンサンブルにご支援

◇山下俊也会員 ◇雪井洋子会員 ご協力有難うございました。
【プログラム委員会】

鈴木 昭弘 委員長

修正

出席率

10 月生まれの４名の方に 5 分程度のショート卓話の準備をお

93.8％

願いします。22 日はクリスマス家族会、30 日は休会です。

欠席

1215 回

32

30

2

1214 回

32

21

11

3

75％

1213 回

32

23

9

2

78.1％

碓井 美枝子 委員長

30 件

◇梶 俊夫会員 ◇志村幸男会員 ◇鈴木眞一会員

しています。12 月 15 日は会員のショート卓話となりますので、

出席

第 1215 回(件数)

◇円城寺広明会員 ◇大野勉会員 ◇親松 明会員

杉山 遼 委員長
会員

【ニコニコ委員会】

◇森啓伊幹事 ◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員

来週の招聘卓話は卓話者の都合がつかず、別の方にお願い

例会数

ニコニコ

合計

お願い致します！】

◎川崎中原RC ◆12/21(木)年末家族会点鐘18:00 クイーン
アリスガーデンT

俊夫 委員長

1197 回（件数）
米山記念奨学

◎川崎西RC ◆12/29(金)休会

梶

合 計
￥30,000

【親睦委員会】

志村 幸男委員長

〈クリスマス家族会の件〉本日が申込み期限です。まだの方は
早めにお申込みください。会費は次回 12 月 8 日にお支払いく
ださい。クリスマスプレゼントは 15 日にご持参下さい。本日、親
睦委員会を 18：00～琴平会館で開きます。
〈会長より〉森田啓祐さんのチェロ演奏で、一緒に演奏される

●お客様

のは同期のピアニストで黒田哲平さんになりました。

◇白井 旭 様 （百合ヶ丘RC）【本日お世話になります。】

【雑誌広報委員会】

◇中島 建児 様(百合ヶ丘RC) 【お世話になります。】

ロータリーの友横書きＰ８に「最近の中学生は忙しい」との記事

●会員

があります（ほか、記事の説明）。縦書きＰ73「人はがんとどう向

◇梅澤 馨会員【妻の誕生日の生花有難うございました】

き合うのか」と、がん協会の会長さんの話が載っています。

◇志村幸男会員【クリスマス家族会申込み本日までによろしく】

【演奏会の案内とお願い】

◇鈴木昭弘会員【いよいよ12月、一年過ぎるのが速いです】

横浜サクソフォンアンサンブルの演奏会が 1 月 8 日に行わ

◇森 茂則会長 ◇森 啓伊幹事 ◇青戸慶太会員

れます。資金が足りませんので、ご協力お願します。

◇臼井勉会員 ◇碓井美枝子会員 ◇宇津木茂夫会員

【四つのテスト】

大野 勉 委員長

鈴木 昭弘 会員

円城寺 広明 会員

◇円城寺広明会員 ◇大野勉会員 ◇親松明会員
◇梶 俊夫会員 ◇川﨑 航会員 ◇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

【点

鐘】

【会報委員会】

森 茂則 会長
文責：川﨑 航 委員

