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＜点鐘＞ 鴨志田会長
　本年度第1例会の為、井上勇前会長より鴨志田会
長にガベルの引き継ぎがあり、また鴨志田会長より
一年間の慰労を表し井上勇前会長と井上久前幹事に
記念品の授与がありました。

＜ソング＞　君が代　奉仕の理想

◆新役員・理事就任式
会長　　　　　　　　　　　　鴨志田敏彦
会長エレクト　　　　　　　　北島　克己
副会長・クラブ奉仕委員長　　中村　和広
幹事　　　　　　　　　　　　赤本　昌応
会計　　　　　　　　　　　　鈴木　　清
会場監督　SAA　　　　　　  佐藤　　進
副幹事　　　　　　　　　　　親松　裕明
理事　職業奉仕委員長　　　　鈴木　文夫
理事　青少年奉仕委員長　　　古澤　利夫
理事　社会奉仕委員長　　　　小島　久雄
理事　国際奉仕委員長　　　　阿久澤信人
理事　　　　　　　　　　　　井上　　勇

＜お客様ご紹介＞ 鴨志田会長
入会予定者　坂井規久子様
米山奨学生　マリア・マグダレナさん
鴨志田会長よりマリア・マグダレナさんに奨学金が

※諸事情により、スケジュールは変更になる場合があります。
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渡されました。

＜入会式＞
　新入会員の入会式が行われ、鴨志田会長より金子
新会員の紹介とバッジが渡されました。
金子会員→「株式会社フラッシュ　香港飲茶シノワ
ーズの金子と申します。若輩者ですが一生懸命頑張
りますのでよろしくお願いいたします」。

＜祝い事＞ 中島健児親睦委員長
会員誕生　　関山会員、碓井会員

配偶者誕生　安藤志子会員のご主人様
会員入会　　結城会員、白井会員、親松会員、
　　　　　　小島会員、安藤美恵子、金子会員、
　　　　　　尾崎会員

　今年度の誕生、入会祝いのプレゼントは百合の花
のモチーフでロータリーマークの入ったアロハシャ
ツです。企画構想1年の鴨志田会長の思いの詰まっ
たものです。是非例会に着用して来てください。

＜乾杯＞ 北島会長エレクト
　鴨志田、赤本丸年度のスタート、楽しい1年とな
るよう全会員協力していきましょう。乾杯！

＜会長報告＞ 鴨志田会長
　先に、理事会報告です。
・ 地区支払い 人頭分担金、地区資金、地区事業費、
米山奨学会への寄付、ロータリーの友購読も承認
をいただきました。レート1＄＝125円
・ 麻生防犯協会会費の件　会費の拠出が承認されま
した。
・ 『社会を明るくする運動』寄付金の件　拠出が承
認されました。
・8/4（火）　17：00～理事会　17：30～例会　
　 例会後に納涼会を計画しています。クラブのアロ
ハシャツを着用してきてください。
・ 7、8、9月はクールビズ　当クラブのアロハ、もし
くはロータリアンとしてふさわしい服装で例会に
出席してください。
・ 入会の件　坂井規久子様の入会が承認されまし
た。次週入会式を行います。
・ホテルへのお中元　例年通り行います。
・ ラオスの簡易診療椅子支援について　地区の許可
を待っての発注だと間に合わないので先に進める
ことで承認されました。
・ 10/27（火）職場訪問　午前に西光寺で座禅と精進
料理、午後から昭和音楽大学、映画大学で行うと
の提案がありました。
　以下、会長報告です
1.  2014～15年度ガバナー・地区幹事・ガバナー補佐
より退任と御礼挨拶の文書が届いております。



2.  2015年度上期地区資金・米山普通寄付・ロータリー
の友購読振込依頼の件
3. ガバナー公式訪問タイムスケジュール変更の件
4. クラブ研修・広報セミナー開催の案内
　8/3（月）　セミナー 15：00～17：00　懇親会 18：00
　メモワールプラザソシア21
　 会長、幹事、井上勇クラブ研修リーダー兼広報委
員長で出席してまいります。
5. 第13回日韓親善会議開催の件
　9/4（金）　会議 14：00～18：00　晩餐会 18：30
　グランド・プリンスホテル新高輪
　会長が行ってまいります。
6.  第12回インターアクト　サマーミーティング開催
の案内
　8/1（土）　10：00～16：00　
　横浜ワールドポーターズ6F
7. 『ロータリーの友』電子版の案内
8. あさお区民まつり出店申込みの件
9. 麻生防犯協会より　総会議案書と会費納入のお願い
10. 社会を明るくする運動推進委員会より　
　 平成26年度実施結果報告・街頭啓発キャンペーン
実施・寄付金について

11. 麻薬・覚せい剤乱用防止センターより
　ポスター・募金活動用キット一式
　神奈川県保健福祉局世活衛生部薬務課より
　『薬物クリーンかながわ』の案内
12.  麻生区町会連合会、高瀬隆雄氏前会長退任と中島
泰己氏会長就任の挨拶の文書が届いております。

＜幹事報告＞ 赤本幹事
＊活動計画書着　 川崎西北RC　川崎麻生RC 

新川崎RC
＊文書着　川崎高津南RC　川崎高津RC　新川崎RC
＊その他
・ロータリー為替レート変更　7月より1＄＝124円
・会長・幹事会　7/10（金）　18：00～　ホテルKSP
　会長、幹事で出席いたします。

＜ニコニコ委員会＞ 安藤美恵子委員長
　鴨志田会長→「一年間よろしくお願いします」。赤
本幹事→「至らない点、多々あるかとは思いますが、
一年間よろしくお願いいたします」。大矢会員→「今
日は七夕。先日は皆様ご苦労様でした」。結城会員
→「鴨志田会長、赤本幹事船出。『一年間ロータリー
を楽しくしてください』と、先日元会員と炉辺をし
てまいりました」。安藤亨会員→「鴨志田、赤本年度
船出おめでとうございます。期待しています」。関
山会員→「鴨志田会長、赤本幹事の船出を祝して」。
感謝をこめてニコニコへ　入会予定者　坂井規久子
様　当クラブより　阿久澤会員、浅野会員、福家会
員、井上久会員、井上勇会員、石野会員、石坂会員、
小島会員、小塚会員、中島健児会員、中島眞一会員、
親松会員、尾崎会員、佐藤会員、嶋会員、白井会員、
菅会員、鈴木文夫会員、鈴木清会員、玉井会員、寺
川会員、鵜飼会員、碓井会員、渡邊会員、結城会員、
安藤美恵子会員。

＜出席委員会＞　 渡辺委員長

＜ニコニコ・財団・米山委員会＞　

＜ロータリー財団委員会＞ 浅野委員長
　結城会員→「入会34年になりました」。安藤美恵子
会員からもいただきました。

＜米山奨学委員会＞ 嶋委員長
　碓井会員→「23日で87才になります」。

＜会長方針＞　 鴨志田会長
　10年前に鈴木文夫会長時に幹事を務めさせていた
だきました。当然会長は初めての経験ですので、何
かと皆様方にご迷惑をかけると思いますが、ロータ
リーの友情に免じて許していただければと思ってお

本日のプログラム

会員 出席 欠席 メーク
第1772回 41 37 4  90.24%
第1771回 41 41   100%
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ります。赤本幹事共々お支えくださるよう、よろし
くお願いいたします。
　今年度RI会長のK.R. “ラビ”ラビンドラン会長によ
るテーマは『世界のプレゼントになろう』です。私た
ちの価値観は「どれほど得たか」ではなく「どれほど
与えたか」によって判断されます。苦しんでいる人
から目を背けることなく、苦しみを和らげることが
世界へのプレゼントになるはずです。
　地区の蓑田ガバナーは、原点に戻りアーサー・フ
レデリック・シェルドンの「最もよく奉仕する者、
最も多く報いられる」を提唱し、クラブの原点に戻
りロータリーの心をもう一度刻み直していきたいと
話されています。

◆地区目標
1. 教育研修を実施。
2. 地区の会合に参加する。
3. 地域に密着したロータリー活動を行う。
4. 長期計画(戦略計画)を立てる。
5.  ロータリー財団活動に対するご理解とご寄付のお
願い。
6.  ロータリー米山記念奨学事業へのご理解とご寄付
のお願い。
7. 会長賞に挑戦する。
　
　当クラブは2年後40周年を迎えます。鈴木文夫実
行委員長、結城増強委員長を中心に会員一丸となっ
て10年前当時と同じ46名にしたいと思います。

● 親睦は中島健児委員長に炉辺・夜会を通じより楽
しいクラブを作っていただきたいです。
● SAA佐藤委員長、楽しい例会運営にしてください。
● 渡邊出席委員長、出席率向上をお願いいたします。
● 鈴木文夫職業奉仕委員長、職場訪問、企画よろし
くお願いいたします。
● 古澤青少年奉仕委員長、青少年の健康、人の価
値、教育、自己啓発を前進させましょうとの目
標、是非実行してください。桐光学園インターア
クトクラブは地区でも優秀なクラブなので、自主
性を尊重し側面より協力していきたいと思ってお
ります。またローターアクトクラブは現在休眠状
態となっております。中村会員は青少年交換留学
生 藤﨑由佳さんの送り出し、結城会員はマリア・
マグダレナさんのカウンセラーよろしくお願いい
たします。
● 阿久澤国際奉仕委員長、昨年度に引き続きラオス
プロジェクトを実施しますのでよろしくお願いい
たします。またKADVO、及びラオス国立セタテ
ィート病院歯科室のボランティアグループに対
し、簡易診療台の寄付を予定しています。

　最後になりますが当クラブのテーマは『奉仕と親
睦』、『家族を大切に』としました。1年間充実した年
になるよう会員皆様のご理解、ご協力お願いいたし
ます。


