
第１２５７回例会１１月９日（金）・１０日（土）地区大会   パシフィコ横浜 

第１２５８回例会１１月１６日（金）招聘卓話        ホテルモリノ 

第１２５９回例会１２月 ７日（金）クラブ年次総会     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 .】                宇津木 茂夫 委員 

【ソング】    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】          大野 勉 会長 

◆米山奨学生  

ミカル君 

 

 

 

 

 

【会員誕生日】【奥様誕生日】     梅澤 馨 親睦委員 

【会員】なし 

【奥様】大野勉会長夫人 順子様  梅澤馨会員夫人 恵子様 

鈴木眞一会員夫人 知佐子様 

【結婚記念日】青戸慶太幹事、長瀬敏之会員、 

花輪孝一会員、鈴木眞一会員 

【第 5回理事・役員会報告】            大野 勉 会長 

１．次年度役員選考について（親松会長エレクト）……承認 

案が決まり、1か月間さらす。12月の年次総会で決定。 

２．クリスマス会について 

   ご家族、友人など沢山お誘いください。 

（意見として）会費をなるべく安く抑えてほしい。 

３．先日の柿生中学校でのAED贈呈式に列席して頂いて

有難うございました。来年も社会奉仕事業を続けたいと

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会長報告】                     大野 勉 会長 

１．ガバナー事務所より 

○地区大会プログラム変更の連絡。 

※大会二日目の表彰が 14：00 ⇒ 16:30 へ変更 

※地区大会参加者の棚に変更プログラムを入れてありま

すので、当日お持ち下さい。 

２．麻生防犯協会より「笠原勝利氏防犯栄誉金章受章お祝

の会」の案内が届く。 

11月 28日（水） 18:00～ ホテルモリノ７Ｆ 

【幹事報告】             青戸 慶太 幹事 

★例会変更 

 ◎川崎ＲＣ 

  11/29（木）休会 

  12/13（木）⇒12/9（日）へ変更  

移動例会 

    年忘れ家族会 12:00点鐘  

川崎日航ホテル 

  12/27（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 1256回 例会記録 平成 30 年 11月 2日（金） S.A.A 委員長 鈴木 昭弘 

今月、記念日を迎える会員の方々 

 



【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 

1256回 32 25 7  78.1％ 

1255回 32 20 12 5 78.1％ 

1254回 32 28 4 4 100％ 

 

 

 

 

 

【ニコニコ委員会】           宇津木 茂夫 委員 

 第 1256回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    25件 ￥25,000 

●会員 

◇大野勉会長 

【31日移動例会、柿中ＡＥＤ贈呈お疲れさまでした】 

◇梶俊夫会員【寒くなりました】 

◇佐藤忠博会員 

【清掃活動欠席です。皆さんありがとうございました】 

◇志村幸男会員 

【親睦ゴルフコンペ12/13に決まりました。よろしく】 

◇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 ◇円城寺広明会員 

◇親松明会員 ◇黒木啓太郎会員 ◇佐々木範行会員 

◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木憲治会員 ◇鈴木眞一会員 

◇鈴木豊成会員 ◇長瀬敏之会員 ◇中山隆弘会員 

◇花輪孝一会員 ◇森茂則会員 ◇森啓伊会員 

◇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】        臼井 勉 委員 

 第 1256回(件数) 合 計 

Ｒ . 財 団    5件 ￥42,400    

◇鈴木憲治会員 

【１１月は R財団月間です。少額でもＯＫです。】 

◇大野勉会長 ◇臼井勉会員 ◇梅澤馨会員 

◇鈴木豊成会員           ご協力有難うございました。 

【米山記念奨学委員会】      門間 亜砂子 委員長 

 1256回（件数） 合計 

米山記念奨学 6件 ¥54,000   

◇鈴木憲治会員 

【10/31の柿生中学校へのＡＥＤ奉仕お疲れさまでした。】 

◇大野勉会長 ◇碓井美枝子会員 ◇宇津木茂夫会員 

◇志村幸男会員 ◇森啓伊会員 

    ご協力有難うございました。 

【次年度役員について】       親松 明 会長エレクト 

【役員・理事 案】 

会 長 : 親松 明 

幹 事 : 宇津木 茂夫 

会長エレクト 

（クラブ奉仕委員長）: 蓬田 忠 

副会長 : 鈴木 眞一    

副幹事 : 川崎 航   会 計 : 老沼 純   

会場監督 : 鈴木 豊成   社会奉仕委員長 : 杉山 遼   

職業奉仕委員長 : 森 啓伊 

国際奉仕委員長 : 黒木 啓太郎 

青少年奉仕委員長 : 鈴木 昭弘 

【クラブ奉仕活動部門委員長会議報告】 中山隆弘 委員長 

10/9の会議について 

職業奉仕部門と社会奉仕部門と 

国際奉仕部門の３つの委員会が 

一同に会しての会議でした。 

最初に金子ガバナーの挨拶があ 

り、ガバナーエレクトから次年 

度の方針など、また、各委員長 

の卓話が続き、川崎中原RCの報告などがありました。 

国際奉仕部門については黒木委員長から報告していただ

きます。 

【国際奉仕委員会部門 報告】     黒木 啓太郎 委員長 

RCの委員長１年目で、この会議に 

中山委員長と共に出席し、勉強させ 

ていただきました。その中で国際奉 

仕部門は大変だなあという印象でし 

た。今回の卓話の横浜西ＲＣでは、 

紛争地域での支援活動など大きい 

クラブならではの活動ではないかと思いました。横浜中ＲＣは、

姉妹クラブ・友好クラブの締結についてでしたが、これも規模

の大きいクラブでないとかなり大変なことだと思いました。小さ

いクラブならではの何か方法が模索できるのではないかと感じ

ました。 

 

【四つのテスト】                  鈴木 昭弘 会員 

【点  鐘】                      大野 勉 会長 

 

 

 

 

【 会 報 委 員 会 】  

文責：門間 亜砂子 委員   写真：鈴木 豊成 委員 

  
鈴木豊成会員         宇津木茂夫会員 

 


