
第１２８８回例会 ８月２３日（金）納 涼 会      ホテルモリノ  

第１２８９回例会 ８月３０日（金）ガバナー公式訪問   ホテルモリノ 

第１２９０回例会 ９月 ６日（金）委員長会議報告    ホテルモリノ 

 

 

 

【点  鐘】                親松 明 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【S.A.A .】                 雪井 洋子 委員 

【ソング】    ロータリーソング『それでこそロータリー』 

【ゲスト・ビジター紹介】         親松 明 会長 

◆大野 勉様 （第 3グループ ガバナー補佐・川崎麻生 RC） 

 

 

 

 

 

 

【会長報告】               親松 明 会長 

１． ガバナー事務所より 

○ロータリーリーダーシップ研修会 

パートⅠ開催の案内  

9月 8日(日)8:30～17:00 

聖光学院中学校高等学校 

○ロータリー青少年交換 帰国報告並びに歓迎会開催の

案内 8月 31日（土）14:00～ 帰国報告会など 16:30～

18:00 パーティー 宗教法人泉谷寺小机幼稚園。 

２． 川崎西ＲＣより、第 2回会長・幹事会開催のお知らせ。 

9月 11日（水）18:00～ホテルＫＳＰ「銀杏の間」 

３． “社会を明るくする運動”麻生区推進委員会より寄付依頼 

※8月 28日、円城寺会員の結婚式はバスを頼みました。 

ホテルの駐車場からで、一人 2500円です。服装は、紺 

ブレザーにネクタイ、エンブレム着用でお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【幹事報告】             宇津木 茂夫 幹事 

★例会変更 ◎川崎鷺沼RC 

※8月30日のガバナー公式訪問では、紺のブレザー、ロー

タリーネクタイ（女性はスカーフ）、エンブレム着用でお

願いいたします。 

【出席委員会】          円城寺 広明 副委員長 

例会 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1287回 31 29 2  93.5％ 

1286回 30 22 8 4 86.7％ 

1285回 31 27 4 4 100％ 

【ニコニコ委員会】             梅澤 馨 委員長 

 第 1287回(件数) 合 計 

ニコニコ    27件 ￥29,000 

●お客様 

◇第3グループ ガバナー補佐 大野 勉様 

【本日はクラブ協議会宜しくお願いします】 

●会員 

◇親松明会長 

【大野ガバナー補佐ご苦労様です。一日宜しくお願いします】 

 

 

 

 

 

 

 

［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 1287回 例会記録 2019年 8月 9日（金） S.A.A 委員長 鈴木 豊成 

 

 

 



◇梅澤馨会員【大野ガバナー補佐一年間頑張って下さい】 

◇佐藤忠博会員、◇鈴木昭弘会員、◇鈴木眞一会員、 

◇鈴木豊成会員、◇花輪孝一会員、◇志村幸男会員 

【大野ガバナー補佐お疲れ様です。宜しくお願いします】 

◇梶俊夫会員【昨日は間税会意見交換会、お世話様でした】  

◇鈴木憲治会員【家内に誕生日のお花有難うございました】 

◇長瀬敏之会員【暑い！】 

◇山上剛史会員【今日から正式に宜しくお願いします】 

◇宇津木茂夫会員 ◇青戸慶太会員 ◇碓井美枝子会員 

◇梶俊夫会員 ◇川﨑航会員 ◇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  

◇杉山遼会員 ◇中山隆弘会員 

◇森茂則会員 ◇森啓伊会員 ◇山下俊也会員 

◇雪井洋子会員     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】        山下 俊也委員長 

 第 1287回(件数) 合 計 

Ｒ . 財団    2件 ￥6,000    

◇鈴木豊成会員【大野ガバナー補佐本日宜しくお願いします】 

◇山下俊也会員       ご協力有難うございました。 

【米山記念奨学委員会】         木村 良三 委員長 

 第 1287回(件数) 合計 

米山記念奨学 2件 ¥3,000    

◇大野勉会員【本日は宜しくお願いします】 

◇木村良三会員      ご協力有難うございました。       

【プログラム委員会】            志村 幸男 委員長 

9月 27日に山上新会員と今度入会さ 

れる野村証券㈱新支店長大石様の歓 

迎会を行います。場所は「とん鈴」、 

18：00～例会、18：30～歓迎会、 

よろしくお願いいたします。 

【親睦委員会】               森 茂則 委員長 

納涼家族会のお知らせです。 

8月 23日（金）17：00～例会(短縮)、 

その後納涼会です。テーブル 5個位 

を予約しております。 

会費未納の方はお支払いください。 

【青少年委員長会議報告】         鈴木 昭弘 委員長 

8月5日（月）16：30～神奈川県民センターホールで、青少年委

員長会議が行われ、私と地区の方から川崎会員が参加し、地

区役員の紹介で、川崎会員が紹介されました。轟ガバナーの

ご挨拶の後、会議が始まりました。 

地区委員長より地区青少年奉仕活動について、それぞれの奉 

仕活動への会員の積極的な参加の依頼がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

次に危機管理について、地区管理委員の方からのお話があり

ました。この中で、「72時間ルール」というのがあり、これは虐待

やハラスメント、また青少年が関与する重大な事故等は、すべ

てのことをRIに対して72時間以内に申し立てをしないといけな

いというルールです。各クラブの会長や委員長は、事態が分

かり次第、真っ先に地区のほうへ報告をしないといけないとい

うことです。これは、青少年や学生に対してセクハラやストーカ

ーなどの行為が発生したケースがあるということで、これらの対

応についてのマニュアルとして、危機管理ブックを各クラブに

配布する予定だそうです。 

8月22日のクラブ基盤管理委員会でもこの件に関して詳しく説

明する予定だそうです。また、ネットで「My rotary」の方からも

閲覧できますので、ご覧下さい。 

その他、インターアクトの海外研修についてのご報告、ロータ

ーアクトについての実体験、ローターアクトの例会参加などの

推奨等、また青少年交換学生の受入れを今年度は中止にな

ったことついての説明をされました。 

今年度のライラの説明では、30名～50名位の予定で、日にち

については来年のGW中、場所は高尾の森わくわくビレッジ 

だそうです。 

最後に活発な質疑応答が交わされ、閉会となりました。 

 

【四つのテスト】                      川﨑 航 会員 

【点  鐘】                       親松 明 会長 

【会報委員会】 

◇文責：川﨑 航 委員  ◇写真：黒木 啓太郎 委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



【ガバナー補佐を迎えて クラブ協議会】 

第三グループ ガバナー補佐 大野 勉様を迎え、

例会終了後ホテルモリノ 7F から 8F へ場所を

移しクラブ協議会が実施されました。まず親松

会長の本年度方針が発表され、その方針に沿っ

て立案された実施計画を幹事及び各委員長が

発表致しました。 

大野ガバナー補佐からは、 

各委員会それぞれにコメ 

ントやアドバイスをして 

頂きました。 

 

〈左より〉親松明 会長、大野勉 ガバナー補佐、蓬田忠 会長エレクト

第２回 世界米山学友大会 
 

７月２７日、モンゴル ウランバートルのコーポレ

イトホテル&コンベンションセンターにて、第 2回

世界米山学友大会「絆 in モンゴル」の式典が開会さ

れ、鈴木憲治会員が出席されました。国外 16 か国

とモンゴル国内のロータリアンや米山学友等約

600 名の方々が集まり、大変盛況な大会でした。懇

親会のフィナーレでは全員で「ふるさと」を合唱し、

「絆」が深まったイベントでした。 

二日目は、モンゴル相撲や遊牧競馬などを楽しく見 

 

 

 

学しました。二日間大会委員会やモンゴル米山学友 

会の皆様には大変お世話になりました。次回の世

界大会は台湾の台北で開催されます。 

（文面は、RID2620 より引用）

 

 

 

 

元米山奨学生   

デギーFami ly と。  

デギーの隣は、元米山  

記念奨学会事務局長の  

坂下博康さんです。  

 


