
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）招聘卓話（米山選考委員長） ホテルモリノ 

第１２５４回例会 １０月１９日（金）会議報告、近隣清掃活動   百合ヶ丘カントリー倶楽部 

 

 

 

【点  鐘】                大野 勉 会長 

【例会場】         百合ヶ丘カントリー倶楽部

【S.A.A .】                碓井 美枝子 委員 

【ソング 】        ロータリーソング『四つのテスト』 

【ポール・ハリス・フェロー受賞、授与】    大野 勉 会長 

証明書とバッジの授与（写真右上） 

◆梶 俊夫 会員  ◆碓井 美枝子 会員 

【誕生日当日賞】         木村 良三 親睦委員長 

前回 9 月 21 日例会日に誕生日を迎え、当日賞の佐々木範

行会員へ木村良三親睦委員長からケーキが贈られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会長報告】              大野 勉 会長 

１．１０月のＲIレート １ドル＝１１２円（９月と同じ） 

２．国際ロータリー日本事務局より 

  ポール・ハリス・フェローの証明書とバッチが届く。 

◆梶 俊夫会員 ◆碓井 美枝子会員 

３．ガバナー事務所より 

○2018年度米山学友会総会開催の案内 

10月 13日（土） 11:00～総会 12:00～懇親会 

新横浜国際ホテル 4F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○米山奨学生ミカル君に地区大会開催の案内が届く。 

11月10日（土） 12:00～15:00 パシフィコ横浜 

○「キラリ輝く我がクラブの活動・取組」参加クラブ 募集の

案内が届く。 

４.桐光学園高等学校より「創立40周年記念式典」の案内。 

10月7日（日）11:00～記念式典 20周年記念館アリーナ 

５. “社会を明るくする運動”麻生区推進委員会より「あさお区

民まつり」への参加案内。 

10月14日（日）9:30集合 あさお区民まつり会場4番テント 

【幹事報告】             青戸 慶太 幹事 

★例会変更 

◎川崎ＲＣ  10/25（木）休会   11/29（木）休会 

 

 

 

 

 

 

 

 

［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 1251回 例会記録 平成 30 年 9月 28日（金） S.A.A 委員長 鈴木 昭弘 

 

 



◎川崎中ＲＣ ・10/ 9（火）休会  ・10/30（火）休会 

◎川崎とどろきＲＣ ・10/ 8（月）休会 ・10/29（月）休会 

  ・10/22（月）夜間移動例会  

屋形船 川崎つり幸本家  川崎港 18:00 出航 

◎川崎マリ－ンＲＣ ・10/18（木）移動例会  

「座禅・米山梅吉お墓参り」場所：曹洞宗大本山総持寺 

◎横浜あざみＲＣ ・10/10（水）休会 ・10/24（水）移動例会 

講演会  アートフォーラムあざみ野 

※来週は、金子ガバナーの公式訪問です。 

〈ガバナー公式訪問タイムスケジュール〉 

11：20 会長、幹事、会長エレクトでお出迎え 

11：30～11：40 ガバナーとガバナー補佐との打ち合わせ 

11：40～12：10 懇談 会長、会長エレクト、増強委員長同席 

12：20 ガバナー、ガバナー補佐、来場 拍手でお出迎え 

例会は通常通り、ガバナー卓話、終了後記念撮影 

※当日は紺のブレザー、青か赤のRネクタイ、エンブレム、 

  今年度のバッジを着用してください。 

【出席委員会】            鈴木 豊成 委員 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1251回 32 23 9  72％ 

1250回 32 28 4 2 94％ 

1249回 32 27 5 3 94％ 

 

 

 

 

 

【ニコニコ委員会】            中山 隆弘 会員 

 第 1251回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    23件 ￥23,000 

●会員 

◇大野勉会長【今日はちょっとした晴れ間です】 

◇鈴木昭弘会員【定期演奏会、無事終了しました。有難うござ

いました】 

◇鈴木憲治会員【昭弘さんのコンサート大成功でした】 

◇青戸慶太幹事 ◇臼井勉会員 ◇碓井美枝子会員 

◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 ◇親松明会員 

◇梶俊夫会員 ◇川崎航会員 ◇木村基会員 

◇木村良三会員 ◇佐々木範行会員 ◇志村幸男会員 

◇鈴木眞一会員 ◇鈴木豊成会員 ◇長瀬敏之会員 

◇中山隆弘会員 ◇森茂則会員 ◇森啓伊会員 

◇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】         臼井 勉 委員 

 第 1251回(件数) 合 計 

Ｒ . 財 団    2件 ￥13,200   

◇臼井 勉  会員【代理で発表します】 

◇鈴木 昭弘会員【演奏会、盛会のうちに終了いたしました】 

ご協力有難うございました。 

【会員増強・職業分類委員会】     志村 幸男 委員長 

ガバナー公式訪問の前に、増強 

委員会の炉辺を10月1日 18：00 

より開き、準備したいと思います。 

〈出席予定者〉  

本年度及び次年度の会長・幹事 

と増強委員長、過去の委員長 

（梶会員、長瀬会員、蓬田会員、 

鈴木豊成会員、佐藤忠博会員、志村会員）五人組で協議し、

より良い人材を確保していただきたいという主旨です。 

【プログラム委員会】         鈴木 眞一 委員長 

10月のプロゲラムを発表 

５日 ガバナー公式訪問 

１２日 地区米山選考委員長の卓話 

１９日 近隣清掃活動、R財団委員長会議報告 

２６日を３１日に変更 柿生中学校に AED贈呈 

【米山記念奨学委員長会議報告】  門間 亜砂子 委員長 

９月１３日に行われ参加しました。 

米山記念奨学会は、皆さまの寄付 

で奨学生の方に日本で学んで頂い 

て、将来日本や世界で活躍してい 

ただく人材を育てる事業を行ってい 

ます。会議では過去の奨学生の卓 

話があり、その方が奨学生としての期間が終わった後も、学友

としてロータリーに関わりを持って奉仕活動を行っていることな

どを初めて知りました。そのようなことからロータリークラブや米

山記念奨学会の歴史の深さを改めて感じました。 

再来週の10月12日は、選考委員長の斎藤様をお迎えして卓

話があります。創設者の米山梅吉について、また歴史などをお

話ししていただくことになっています。卓話を聞いて、皆様にも

理解を深めていただきたいと思っております。 

【四つのテスト】                  木村 良三 会員 

【点  鐘】                      大野 勉 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 会 報 委 員 会 】  

文責：宇津木茂夫 委員     写真：鈴木豊成 委員 


