
第１２５１回例会  ９月２８日（金）委員長会議報告       百合丘カントリー倶楽部 

第１２５２回例会 １０月 ５日（金）ガバナー公式訪問      ホテルモリノ 

第１２５３回例会 １０月１２日（金）委員長会議報告・健康体操、 ホテルモリノ 

 

 

 

【点  鐘】               大野 勉 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【S.A.A .】                 碓井美枝子委員 

【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】         大野 勉 会長 

◆第３Ｇガバナー補佐 大友憲子様（高津南 RC） 

◆米山奨学生 ミカル君 

 

  

 

【会長報告】              大野 勉 会長 

１．ロータリー財団より 

9/6に送金した【ポリオ寄付】の明細が届く。 

5,600円の個人用寄付領収証は 1月末に届く予定です。 

２．ふるさと川崎まちづくり運動より 

第 17回世界平和祈りの集いの案内が届く。 

   10月 27日（土） 9:00～13:00 川崎大師平間寺 

〈9/19に行われた会長幹事会の報告〉 

◆西日本台風災害義援金は、2590地区の中で高津ロータリ

ークラブの寄付額が一番多かったとのことです。 

◆メーキャップツァーの件は 10月 13日に行くことになっており

ますのでご参加ください。 

◆ＩＭは、2月 5日（火）13：30～ ホテルＫＳＰで行われます。 

◆ＲＹＲＡの申込みが間もなく閉め切られますので、若い社員

の方がいたら、勧めてください。費用はクラブ持ちです。 

◆当クラブはまだ増強がないということで、皆様のお力添えを

お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【幹事報告】             青戸 慶太 幹事 

★例会変更 

◎川崎高津ＲＣ ・10/11㈭移動例会 防災教室 南原小学校 

 ・10/25（木）移動例会 湯もみの里（ｾﾝﾀｰ南） 点鐘18:00 

 ・11/ 8（木）⇒11/10（土） 移動例会 地区大会 

 ・11/15（木）～11/16（金）親睦移動例会 

                    箱根湯本温泉 ホテル河鹿荘 

◎川崎大師ＲＣ ・10/3（水）例会場変更 サンピアンかわさき 

  点鐘12:30 ・10/17（水）職場訪問移動例会 職場訪問先：

JFE東日本製鉄所 懇親会：アルバトロス 

・10/10（水）休会  ・10/31（水）休会 

※本日はこの後、クラブ協議会がありますので宜しくお願いします 

【出席委員会】            佐藤 達弥 委員長 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1250回 32 28 4  98％ 

1249回 32 27 5 4 91％ 

1248回 32 29 3 2 93％ 

 

 

 

 

 

［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：044-953-5111 

［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：044-966-1300 

※第 5金曜日  休会または移動例会,他 連絡先：川崎麻生ロータリークラブ事務所 TEL：044-951-1322 

第 1250回 例会記録 平成 30 年 9月 21日（金） S.A.A 委員長 鈴木 昭弘 

 

大野会長より奨学金を受け取るミカル君 

大友憲子様ご挨拶 「本日は川崎麻生ＲＣのクラブ協議会で

伺いました。後ほど協議会にて皆様のご意見などを楽しみに

しております。どうぞよろしくお願いいたします。」 



※10月 26日（金）の例会は 10月 31日（水）の移動例会（社会

奉仕：柿生中学校にて）に変更されましたので、よろしくお願

い致します。 

【ニコニコ委員会】            杉山 遼 委員長 

 第 1250回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    28件 ￥32,000 

●お客様 

◇第三Gガバナー補佐 大友憲子様 （高津南RC） 

【本日は、クラブ協議会でお伺い致しました。どうぞ宜しくお

願いします 】 

●会員 

◇大野勉会長、◇青戸慶太幹事、◇鈴木昭弘会員、 

◇山下俊也会員  

【大友G補佐、本日はクラブ協議会宜しくお願いします】 

◇志村幸男会員【ガバナー補佐大友様、本日は宜しく】 

◇鈴木憲治会員【大友G補佐宜しくお願いします 】 

◇蓬田忠会員【大友ガバナー補佐、お疲れさまです。お手柔 

らかに】 

◇臼井 勉会員 ◇碓井 美枝子会員 ◇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 基会員 ◇木村 良三会員 

◇黒木 啓太郎会員 ◇佐々木範行会員 ◇佐藤 忠博会員 

◇佐藤 達弥会員 ◇杉山 遼会員 ◇鈴木 豊成会員 

◇中山 隆弘会員 ◇花輪 孝一会員 ◇森 茂則会員 

◇森 啓伊会員 ◇門間 亜砂子会員  

     以上、ご協力ありがとうございました。 

【ロータリー財団委員会】       山下 俊也 委員長 

 第 1250回(件数) 合 計 

Ｒ . 財 団    2件 ￥11,000   

◇大野 勉会長【大友 G補佐の来訪に際して 】 

◇山下 俊也会員         ご協力有難うございました。 

【第 5回地区大会芸術祭について】   志村 幸男 会員 

ロータリアンの美術親睦活動の会という 

のがあり、毎年地区大会で芸術祭を行 

っております。この会員だけでなく、一 

般のロータリアンや家族の作品の出展 

をお願いいたします。 

期日：2018年 11月 10日（土） 

会場：パシフィコ横浜展示コーナー 

参加費：１点につき2000円＋1000円  サイズ：20号位 

締切：10月31日 

 

 

【会員卓話】                     川崎 航 会員 

バハマ諸島のＲＣへ出席、メイクアップ体験談 

 

 

 

 

 

 

ました。今年度のＲＩ会長はこのクラブのメンバーです。 

バハマは日本からは遠く、1700 年代に海賊が横行していたカ

リブ海の地域で、1973 年まではイギリス領でした。アメリカのマ

イアミからだと 1時間程度で行かれる所です。バハマは人口は 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るのはほとんど黒人でした。 

カリブ海の中では治安が良く、夜出歩いてもさほどの危険はな

いとのことでした。 

360度海に囲まれて、大変きれいな所で、ロータリークラブの例

会はヨットクラブのクラブハウスで行われていました。例会は午

後１時から、入口で好きな物を注文し、お酒も飲まれていまし

た。メンバーは７０名ほどとのことです。各国のバナーが飾られ

ていて日本のクラブのバナーもありました。 

入口近くに子供用の部屋があり、椅子などが置かれ、子供が

遊べるようになっていました。 

雰囲気は大変友好的で、スピーチをと言われて自己紹介をし

ました。会員の皆さんはテンションが高く、熱意やパッションで

何事にも盛り上がるような感じでした。 

(P3に他の写真あり) 

★誕生日 当日賞（佐々木範行会員）  

「本日で 79歳になりました。まだまだ 

元気で、全国を飛び回っております。」 
 
 

【四つのテスト】 梶 俊夫 会員   【点 鐘】 大野 勉 会長                   

 

 

 

 

 

 

35万人（川崎市の3分の

1）、面積は13,939平方キ

ロメートル、700島位の島

から成り立っており、人が

住んでいるのはその中の

４島程度です。全部の島

を合算すると福島県の面

積程度です。公用語は元

英領ですので英語、人種

はアフリカ系が９割近く、

町やレストランでも見かけ

るのはほとんど黒人でし

た。 

カリブ海の中では治安が

良く、夜出歩いてもさほど

の危険はないとのことでし

た。 

 

バナー交換 

【 会 報 委 員 会 】  

文責：宇津木 茂夫 委員     写真：鈴木 豊成委員 

８月１７日（金）にバハマのイースト・

ナッソー・ロータリークラブにメーキャ

ップに行きました。海外のクラブは初

めてですが、温かく迎え入れてくだ

り、世界中のどのクラブでもこのよう

に迎えられることを身をもって体験し

ました。 

 



 

 

 

 

 

 
（左より）大野勉会長、大友憲子ガバナー補佐、親松明会長エレクト 

【ガバナー補佐を迎えて クラブ協議会】 

第三グループガバナー補佐大友憲子様を迎え、例会 

終了後ホテルモリノ７F から８F へ場所を移しクラブ協議

会が実施されました。 

まず大野会長の本年度の方針が発表され、その方針に

そって立案された実施計画を幹事及び各委員長が発

表致しました。大友ガバナー補佐からは、各委員会そ

れぞれにコメントやアドバイスなどをして頂きました。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

バハマのロータリークラブにて〈川崎 航 会員撮影〉 
 


