
第１２７１回例会 ３月２２日（金）PETS報告、ポスター貼  百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第１２７２回例会 ４月 ５日（金）麻生川清掃、移動例会  柿生「とん鈴」 

第１２７３回例会 ４月１２日（金）招聘卓話、ポスター撤去  ホテルモリノ 

 

 

 

【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 .】                長瀬 敏之 委員 

【ソング 】         ロータリーソング『我等の生業』 

 

【会長報告】              大野 勉 会長 

１．ガバナー事務所より、 

2019-2年度Ｒ財団奨学生の選 

考結果が届く。 当クラブから、 

グローバル奨学生 １名、地区 

奨学生 １名の推薦をいたしまし 

たが、残念ながら二名とも選ば 

れませんでした。 

２．ロータリー米山奨学会より、 

○ＩＭ寄付の感謝状と領収証が届く。 

○「ハイライトよねやま 228号」ののお知らせが届く。 

３．川崎鷺沼ロータリークラブより、ＩＭ寄付金送金の連絡。 

○ロータリー財団 寄付金 10万円 各クラブ 5,263円 

○米山記念奨学会 寄付金 10万円 各クラブ 5,263円．  

４．川崎西北ロータリークラブより、第 2回 3グループ合同研修

セミナーの案内。  4月 11日（木） 17:00～18:00研修  

18:05～20:00懇親会 琴平神社会館 会費 3,000円 

 テーマ：ロータリーの役割とロータリーの出会い 

 講師：2590地区パストガバナー 高良 明様 

５．川崎・しんゆり芸術祭実行委員会より、実行委員会開催の

 報告と各種チラシが届く。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【幹事報告】             青戸 慶太 幹事 

★例会変更 

●川崎北ＲＣ ・3 /27（水）・5 / 1（水） 

・5 /22（水）休会 ・6 /26（水）ファイ 

ナル例会 18:00点鐘 二子玉川エ 

クセルホテル東  

●川崎鷺沼ＲＣ ・3/20（水）移動例会 

18:00点鐘 木曽路宮前平店 ・4 / 3（水）移動例会 12:30

点鐘 木曽路宮前平店  

・4/17（水）⇒4/19（金）に変更 移動例会（4クラブ合同研修）

16:00～研修18:00～川崎西RC夜間例会に出席 

  ・5/1（水）休会 

●新川崎ＲＣ ・3/20（水）休会 ・4/3（水）夜間移動例会 

18:00点鐘 中華料理『成喜』 ・4 /17（水）・5 / 1（水）・5 /22  

（水）休会 ・5 /29（水）～5/30（木）一泊移動例会（会長・

幹事ご苦労様会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

［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 1270回 例会記録 2019年 3月 15日（金） S.A.A 委員長 鈴木 昭弘 

 

 

 



【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 

1270回 32 25 7  78％ 

1269回 32 24 8 4 88％ 

1168回 32 27 5 4 97％ 

【ニコニコ委員会】            杉山 遼 委員長 

 第 1270回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    24件 ￥24,000 

●会員 

◇大野 勉会長【本日は増強宜しくお願いします 】 

◇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 ◇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 達弥会員 

◇志村 幸男会員 ◇杉山 遼会員 ◇鈴木 昭弘会員 

◇鈴木 憲治会員 ◇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 

◇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 副委員長 

 第 1270回(件数) 合 計 

Ｒ . 財 団    1件 ￥2,000    

◇親松 明会員           ご協力有難うございました。 

【米山記念奨学委員会】       梅澤 馨 副委員長 

 1270回（件数） 合計 

米山記念奨学 2件 ¥3,000    

◇親松 明会員 ◇川崎 航会員  

             ご協力有難うございました。 

【2019‐20 年度地区研修・協議会】  宇津木 茂夫 副幹事 

次年度の7部門と新会員を対象に 

地区研修協議会が例年通り実施 

されます。 

実施日 3月31日（日） 

場所 聖光学院中学校・高等学校 

登録 11：30～12：20 

（食事11：30から） 

集合 JR町田改札前10：20 又は現地 

対象者 次年度の①会長、②幹事、③クラブ奉仕委員長、

会員増強/職業分類委員長、雑誌広報委員長、④職業奉仕

委員長、国際奉仕委員長、⑤青少年奉仕委員長、⑥ロータ

リー財団委員長、⑦米山記念奨学委員長、新会員（3年未

満の未受講者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会 員 増 強 】              志村 幸男 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員増強について、5人組の６グループに分かれて具体的な

進捗状況や意見を出し合い、各グループリーダーが発表する

形式で話し合いを行いました。 
 

Ａグループ「残念ながら候補者はいないのですが、一人だ

け地元の方が候補にあがりました。これから声をかけるこ

とにいたします。」 

Ｂグループ「二名ほど候補としてあがりましたので、コン

タクトをとりたいと思います。」 

Ｃグループ「以前からの候補者が一名おりますが、断られ

続けております。根気よく勧めていくつもりです。」 

Ｄグループ「特に名前はあがりませんでしたが、皆さんの

友人知人をあたってみようかと思います。」 
 

志村委員長「以上のことから、１～２名の増強が見込まれ

ることを確認しました。引き続き声をかけて頂いて、例会

へ遊びに来ていただければ有難いので、よろしくお願いい

たします。」 

 

 

 

 

 

【四つのテスト】                    木村 基 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：川崎 航 委員長

tyou長 

 

  
佐藤達弥 出席委員長     臼井勉 R 財団副委員長 

  


