
第１１８３回例会 ３月１０日（金）麻生消防署長招聘卓話          ホテルモリノ 

第１１８４回例会 ３月１７日（金）職場訪問（職業奉仕委員会）       小澤酒造株式会社 

第１１８５回例会 ３月２４日（金）米山奨学生 李奕萱さん卓話、清掃活動  百合ヶ丘カントリー倶楽部 

 

 

 

【点 鐘】              志村 幸男 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【ソング】             鈴木 憲治 SAA委員 

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】           志村 幸男 会長 

◆米山奨学生 李 奕萱さん 

◆本日入会者 黒木 啓太郎様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【入会式】                     志村 幸男 会長 

 

 

 

 

 

 
 

〈黒木啓太郎様スピーチ〉  

現在、司法書士として仕事をしている場所は新百合ヶ丘のか

わしんビルで、住まいも麻生区の上麻生です。昨年４０になり、

独り立ちをし、結婚もしました。今後とも宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会員・奥様誕生日、結婚記念日】鈴木 昭弘 親睦委員長 

【会員】 花輪孝一 会員(3月 6日) 

  志村幸男 会員(3月 23日) 

【奥様】 志村幸男会員夫人 節子様(3月 1日) 

【結婚記念日】 梅澤馨 会員(3月 30日) 

【第 9回理事・役員会報告】          志村 幸男 会長 

１．新会員入会の件 黒木啓太郎様本日入会  〈承認〉 

２．さらしの件 従来郵送から手渡しとの併用 〈承認〉 

３．青少年交換プログラム多地区合同化（マルチ化）に関

する承認状の件 

3月 10日までに理事会にかけて回答、提出 〈承認〉 

４．青少年交換留学生受け入れの件 

  次年度 7月か 8月にドイツからの留学生を受け入れ、

高津南 RCと半期ずつ受け持つことになる。 〈承認〉 

５．麻生区長卓話の日程  5月 12日へ変更  〈承認〉 

６．次年度各委員選出の件  

森茂則次期会長作成したもの本日会員へ配布 

※先週の 25周年の記事がタウンニュースの一面に掲載。 

 

 

 

 

 

 

 

第 1182回 例会記録 平成 29 年 3月 3日（金） S.A.A 委員長 鈴木 眞一 

回 例会記録 平成 20年 5月 30日(金) S.A.A委員長 森 茂則 

［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：044-951-1322 

［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：044-951-1322 

［例会日］第 5・ 金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-951-1322 0R 移動例会 

 

 

李さんへ最後の奨学金 

を渡す志村会長 

〈李さんのスピーチ〉 

「２月２６日に米山終了式がありまし

た。大学も無事に卒業しました。  

皆様、有難うございました。」 

 

本日入会の黒木啓太郎様。

佐藤忠博会員から紹介があり

ました（もう一名の紹介者：大野勉

会員は欠席）。志村幸男会長よ

りロータリーバッジの装着と用

品一式が手渡されました。 

 
今月結婚記念日を迎える梅澤会員 

黒木様を紹介する佐藤会員 

 
黒木啓太郎様 



【会長報告】                    志村 幸男 会長 

１． 訃報 川崎西ＲＣ 中村憲一会員のご母堂様、2 月 27 日

ご逝去（享年 104歳） 

２． ロータリーレート３月  １ドル＝１１６円（２月と同様） 

３． 米山記念奨学会より  

奨学生レポート受付完了のお知らせが届く。 

４．2017-18 年度 地区のクラブ奉仕副委員長に 鈴木憲治会

員が委嘱される。 

５．4月 22日の経営大講演会に事務局員派遣の要請が届く。 

６．神奈川県ロータリアンテニス会の案内 

  ４月１１日（火）9：30  集合湘南ローンテニスクラブ 

７．青少年交換学生の「広島・京都研修旅行」の案内 

   3月 18日（土）～20日（月・祝）  

※費用 85,750円のうち 77,000円は学生自己負担 

８．芸術の街研究会より  

コンサートの案内と賛助金のお願いが届く。 

９．2 月 16 日に会長幹事セミナーが ソシアにて行われ、両名

で参加してきました。 

10. 2019-20 年度ガバナーに川崎マリーンＲＣの轟淳次氏が

指名されました。 

11. 麻生観光協会より観光写真コンクール表彰式の案内 

3/24（金）15：00～ 区役所４Ｆ 

【幹事報告】                      臼井 勉幹事 

★例会変更 

◎川崎とどろきＲＣ ◆3/20（月）、24（月）休会 

◎川崎中ＲＣ ◆3/21（火）休会   

◆3/28（火）夜間移動例会 お花見 17：30 点鐘 西明寺 

◎川崎大師ＲＣ 

◆3/22（水）移動例会 お花見 料亭「惠の本」   

◆3/29（水）休会 

◎川崎鷺沼ＲＣ 

◆3/8（水）夜間例会変更 ◆3/22（水）、3/29（水）休会  

◆4/5（水）夜間例会変更、お花見 

◎横浜あざみＲＣ 

◆3/15（水）移動例会 講演会 アートフォーラムあざみ野  

◆3/29（水）休会 

◎横浜本牧ＲＣ  ◆3/30（木）休会 

◎川崎高津ＲＣ  ◆3/23（木）夜間移動例会 お花見夫 

デー 18：00点鐘 フィオーレの森 ◆3/30（木）休会 

◆4/13（木）⇒21（金）４クラブ合同研修セミナーに参加 

◆4/20（木）⇒22（土）ロータリーデー参加  

◆4/27（木）夜間移動例会 18：00点鐘 福住会員宅 

◎川崎高津南ＲＣ  

◆3/27（月）⇒3/28（火）移動例会 お花見 とうふ屋うかい  

◆4/3（月）休会 ◆4/17（月）⇒15（土）移動例会 献血 

溝口駅前  ◆22（土）ロータリーデー参加 

◎川崎北ＲＣ 

◆3/8（水）移動例会 ヨコハマグランドＩＣホテル  

◆3/29（水）休会 

【出席委員会】          雪井 洋子 委員長 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1182回 28 23 5  82％ 

1181回 28 24 4 3 96％ 

1180回 28 24 4 3 96％ 

【ニコニコ委員会】         鈴木 豊成 委員 

 第 1182回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    21件 ￥22,000 

●会員 

◇志村幸男会長 【先日は25周年 ご苦労さまでした】 

◇佐々木範行会員 【妻にお花をありがとうございました】 

◇鈴木憲治会員 【周年行事 お疲れさまでした】 

◇長瀬敏之会員 【あったかくなりましたね】 

◇山下俊也会員 【やっと２週間かかって風邪が治りました】 

◇臼井勉幹事 ◇青戸慶太会員 ◇宇津木茂夫会員 

◇梅澤馨会員◇親松明会員◇川崎航会員◇木村良三会員 

◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木眞一会員 ◇鈴木豊成会員 

◇中山隆弘会員 ◇藤本隆会員 ◇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。 
  

【米山記念奨学委員会】        梅澤 馨 委員長 

 1182回（件数） 合計 

米山記念奨学 4件 ¥50,000 

◇鈴木憲治会員【25周年記念式典おつかれ様でした】 

◇臼井勉会員 【宜しくお願いします】 

◇梅澤馨会員 ◇森啓伊会員 

ご協力有難うございました。 
 

【ロータリー財団委員会】      佐藤 忠博 委員長 

 1182回（件数） 合計 

ロータリー財団 3件 ¥34,800 

◇鈴木憲治会員【25周年記念式典おつかれ様でした】 

◇梅澤 馨会員【今日ひなまつりです】 

◇鈴木昭弘会員【先週の25周年大変お疲れ様でした！】  

ご協力有難うございました。 



【社会奉仕委員会より】       川崎 航 委員長 

４月予定だった麻生川清掃活動を変更し、3月24日に百合

ヶ丘カントリー倶楽部での例会後に実施します。ロータリー

のグリーンのジャンパー着用でお願いします。 

【次年度役員について】     森 茂則 会長エレクト 

 

 

 

 

 

次年度の委員・役員案をお配りしました。これは私と鈴

木憲治会員で考え決めたものです。新会員が増えて、役

をダブルことが少なく会の運営も楽になると思われま

す。さらに会員増強の方もよろしくお願いいたします。 

【職業奉仕委員会より】      青戸 慶太 委員長 

小澤酒造株式会社様へ職場訪問実施について 

  訪問日 3月 17日  集合場所 ホテルモリノ駐車場 

今のところ参加者 15 名で、まだ余裕がありますので都合の

つく方はお申込みください。 

【次年度地区研修・協議会について】 森啓伊 次年度幹事 

4月 2日に聖光学院で開催される地区研修協議会には会

長、幹事、各委員長及び新会員 14名を登録しています。 

当日は、10:19の横浜線に乗るためにJR町田駅に10時10

分に集合です。直接行かれる方は連絡願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【創立 25周年行事 報告】      鈴木 憲治 委員 

 

 

 

 

 

皆様の協力を得て無事に式典を行うことが出来ました。タウ

ンニュースの一面に掲載されていますのでご覧ください。 

今回 88名の登録を頂きました。本当に有難うございました。 

当クラブの 25年間の歩みを長瀬会員がまとめ、冊子にて配

布して紹介することが出来ました。 

収支面では、招待者の方や欠席された方からも多大なお祝

い金を頂き、またホテルモリノ様のご協力もありました。 

今回は会長が宮司ということもあり、『和』ということで統一し、

鏡開きや升酒もその一環です。 

概算で、102 万の収入に対し、各方面への寄付を含めた支

出が 206 万、差額の不足分は皆様からお預かりしている特

別会計から捻出いたします。 

後日打ち上げをし、その費用の大半もこの行事の一環とし

て補填したいと思っております。 

皆様に感謝を申し上げ、概略ですが報告いたしました。 
 

【四つのテスト】            佐藤 忠博 会員 

【点  鐘】             志村 幸男 会長

【会報委員会】         文責：宇津木 茂夫 委員長 

 

 

 

 

 

「農家楽」  米山奨学生 李奕萱さんのレポート 

「農家楽」とは中国都市周辺の農家で組織された観光農

園の一形態で利用者が農家の料理を食べ、農村地域の自

然と景観の体験を通じて、楽しみながら農村の自然環境、

文化、景観そして民族習慣を体験することのできる一種の

観光形態である。「農家楽」農村地域において観光開発が

促され、急激に発展するとともに規模も拡大している。高齢

化や、既存の産業の低迷にみまわれる農村で、農家楽の

発展と共に食事、宿泊、直売、農産物を加工の新しいサー

ビス産業を振興し、農村の経済的活性化が図られている。 

  現在中国では急激な経済発展を重視するあまり、環境保

全が十分考慮されていなく、現代化の過程で多くの伝統的

な文化が取り壊されてきた。一方、近年人気が増しつつあ

る「農家楽」という活動形式が現在農村にある自然環境、

料理と歴史的な建物といった文化的な要素へ配慮し、空間

の有効活用に役に立てるので、学問的には農村環境計画 

 

 

 

の一つの切口として考えられる。「農家楽」を切口として自

然の活力と魅力に溢れた農村地域を作り、農地管理、観光

活動経営、地域文化、資源活用等の要素を考慮し、最も合

理的な農村環境計画の形成プロセスを研究したい。 

  吉林市における「農家楽」を主たる調査対象とする。以下

のような結論を得た。農家楽は個人経営が多いため管理

が行き届かず、地域資源の利用が非効率となりがちである

が、市政府が施設を検査した上で日本の「営業許可証」に

あたる許可証を発行している。今後、この許可証の普及が

質的向上の鍵になると考えられた。日本の「食べログ」など

に当たる民間事業者と消費者による評価が中国でも盛ん

に行われている。これによって劣悪な「農家楽」は淘汰され

ることが期待される。「農家楽」はもともと自然の豊かなとこ

ろに造られてきたが、自然保全の方法が確立されてないた

め、過剰に森の樹木を伐採する傾向が見られる。これらの

開発と保全の明確な線引きも今後の課題である。 

 
※上記レポート掲載は、ご本人の了解を得ています。 


