
第１２９４回例会 １０月１１日（金）米山月間の卓話      ホテルモリノ  

第１２９５回例会 １０月１８日（金）委員長会議報告、清掃活動  百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第１２９６回例会 １０月２５日(金)・２６日(土）地区大会      横浜パシフィコ 

 

 

 

【点  鐘】                親松 明 会長 

【例会場】                ホテルモリノ 

【S.A.A .】                 青戸 慶太 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】            親松 明会長 

◆吉場 八重子様（川崎西北ＲＣ会長） 

◆牛尾田 建一様（川崎西北ＲＣ幹事） 

◆松浦 孝憲様（川崎西法人会）➡ 

◆米山奨学生 ミカル君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会員誕生日】【奥様誕生日】    森 茂則 親睦委員長 

〈会員〉杉山遼会員(９日)、大石佳会員(９日)、梅澤馨会員(１３

日)、黒木啓太郎会員(２１日)、佐藤忠博会員(２８日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈奥様〉中山隆弘会員夫人 理紗様、臼井勉会員夫人 愛子様 

川崎航会員夫人 麻里子様、 

〈結婚記念日〉 大野勉会員、鈴木豊成会員、鈴木憲治会員、 

臼井勉会員、鈴木昭弘会員 

【代表して梅澤馨会員コメント】➡ 

「７２歳になりました。あと１０年は生 

きたいです。皆さんも健康に気をつ 

けてロータリーを楽しみましょう。」 

【第４回理事・役員会報告】           親松 明 会長 

1 10月18日近隣清掃活動について 【承認】  

2 歓迎会収支報告 【承認】    

3 12/20クリスマス会の司会は、元会員の老沼さんに 【承認】 

4 9月理事会で承認された ◎ＰＣデータ移行（9/18完了） 

◎シュレッダー購入（9/12納品済） 【事務局より報告】 

【会長報告】               親松 明 会長 

１．１０月のＲI レート １ドル＝１０８円 

２．ガバナー事務所より、 

『ロータリーリーダーシップ研究会 パートⅡ』の案内 

  １１月１０日（日）8:30～17:30  聖光学院中学校高等学校 

３．川崎西北ロータリークラブより、第３回会長・幹事会の案内 

  １１月１３日（水） 18:00～ 柏屋（登戸） 

 

 

 

 

 

 

川崎西北 RC 牛尾田建一幹事（左） 

吉場八重子会長(右)ご挨拶 

「本日は、８月、９月とこの会場をお借りしましたお礼とご挨拶に参りまし

た。会長はじめ皆様に大変お世話になりました。通常例会場の「柏屋」が

新しくなりましたのでぜひお出でください。夜景がきれいです。」 

川崎西法人会 松浦孝憲様ご挨拶 

「当会は、11 月 5 日に多摩市民館で 

クラシックコンサートを開催いたします。 

若い音楽家たちに発表の場を提供し 

たいという主旨で行います。ぜひご協 

力をお願いいたします。」          松浦様をご紹介する鈴木昭弘会員 

 

松浦様をご紹介する鈴木昭弘会員 

 

［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 1293回 例会記録 2019 年 10 月 4日（金） S.A.A 委員長 鈴木 豊成 

 
米山奨学生 ミカル君 

 

 

 

 

10 月に記念日を迎える会員 

 
森茂則 親睦委員長 

松

浦様をご紹介する鈴

木昭弘会員 

 



４．柿生中央商店会より、禅寺丸柿祭りの案内。 

  10 月 12 日（土） 10:00～15:00 柿生駅前広場 

※大船渡西ロータリークラブ、『鎮魂愛の鐘記念碑』の件につ

いて、２００４-２００５年交換留学生 ウラノ様（旧姓ジンナイ

様）より、今年英国ビショップオークランドＲＣ訪問した際、支

援金は現在どうなっているかとのお問合わせがありました。 

当クラブでは大船渡西 RC より資料を送って頂き、それをお

送りすることで、ご質問のお返事とさせて頂きました。(右上） 

【幹事報告】             宇津木 茂夫 幹事 

◆会報着  ○新川崎ＲＣ 第 1160 回（9 /25） 

◆例会変更 ○川崎鷺沼ＲＣ ○新川崎ＲＣ ○川崎中央ＲＣ

○川崎中原ＲＣ 

◆例会場変更 ○川崎西北ＲＣ １０月３日(木)例会より    

登戸（新）柏屋 多摩区登戸 3506 RIVERSIDE POINT 2F 

◆メールアドレス変更 ○川崎大師ＲＣ 9/27 日（金）より  

（新）daisi-daisirc.1973@air.ocn.ne.jp 

【出席委員会】           門間 亜砂子 委員長 

例会 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1293回 32 20 12  62.5％ 

1292回 32 24 8 6 93.8％ 

1291回 32 26 6 6 100％ 

【ニコニコ委員会】            山上 剛史 委員 

 第 1293回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    20件 ￥24,000 

●お客様 

◇川崎西北RC 会長 吉場八重子様 ◇幹事 牛尾田建一様 

【先日は、長い間会場と道具を拝借致しまして誠に有難うご

ざいます。皆様の友情に深く感謝申し上げます。】 

◇川崎西法人会 松浦 孝憲 様 

【本日はお時間頂き有難うございました】 

●会員 

◇親松明会長 

【皆さん元気ですか。10月25日、26日地区大会よろしく】 

◇大野勉会員【川崎西北RC 吉場会長 牛尾田幹事ようこそ】 

◇宇津木茂夫幹事 ◇青戸慶太会員 ◇梅澤馨会員 

◇梶俊夫会員 ◇木村良三会員 ◇佐々木範行会員 

◇佐藤達弥会員 ◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木豊成会員 

◇中山隆弘会員 ◇森茂則会員 ◇森啓伊会員 

◇門間亜砂子会員 ◇山上剛史会員 ◇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】       佐藤 達弥 委員 

 第 1293回(件数) 合 計 

Ｒ . 財 団    6件 ￥36,600    

◇親松明会長 【地区大会よろしく】 

◇大野勉会員 【地区大会の出席お願い】 

◇鈴木昭弘会員 【帯状疱疹になってしまいました…トホホ】 

◇宇津木茂夫幹事 ◇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】         木村 良三 委員長 

 第 1293回(件数) 合計 

米山記念奨学 5件 ¥20,000    

◇親松会長 【地区大会よろしく】 

◇宇津木茂夫幹事 ◇梅澤馨会員  

◇円城寺広明会員 ◇木村良三会員       

ご協力有難うございました。 

※皆さまにお配りした「ロータリー 

豆辞典」の中に、2018-19年度の地区別寄付実績として、 

平均寄付金額の一番多い地区として2590地区と載って 

おります。引き続きよろしくお願いいたします。 

【会員卓話】                    大石 佳
このむ

 会員 

〈長期トレンドから予測する株・為替の将来〉 

 

 

 

 

 

『鎮魂愛の鐘記念碑』について 

2012 年 3 月 11 日の東日本大震災では大船渡市でも多くの命が

犠牲となりました。そのご冥福を祈るとともに、その記憶を風化さ

せたくないとの思いから、 

大船渡西ロータリークラブ 

では『鎮魂愛の鐘記念碑』 

を建立することになりました。 

川崎麻生 RC ではちょうど 

その年が創立２０周年にあ 

たり、記念事業の一環とし 

て６０万円を、また交流の 

ある英国ビショップオーク 

ランド RC からお預かりし 

た 43,425 円の支援金を 

当時の会長他数名で持参 

し、鐘建立資金の一部とし 

てお渡ししました。  

    

 

 

「最近の金利の推移に

ついてお話しします。

円安であることの意味

について別の視点から

考えてみるとよいと思

います。」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「現在、金利は世界的に悪化している状態で

す。特に先進国の金利はなくなっています。

また新興国の金利も異常なほどに下がってい

ます。 

アベノミクスがスタートして為替が大きく動

きました。スタート時は１ドル 80円位で、２

年半で 125円になり、56％変化しました。」 

（以下省略） 

 

 

【四つのテスト】 鈴木 昭弘 会員 

【点  鐘】      親松 明 会長 

【会報委員会】 

◇文責：中山 隆弘 委員 

◇写真：木村 良三 委員 

 

 

元米山奨学生でフエ外国語大学の日本語学科 副学部長のミア

ンさんが１０月 2 日～１１月２７日までの約２カ月間、「広島県海外

日本語教師養成研修（東南アジア）」に参加されています。 

この研修は、アジア・太平洋地域の日本語教師育成に寄与し、

広島県と対象国の友好交流をはかり、県内への留学生受け入れ

のため、外国人日本語教師を招聘してハイレベルな教授法など

を教え、県内の留学環境の理解促進に向けた取り組みです。 

今回はベトナムとインドネシアから５名、推薦を経て書類選考で

選ばれ、参加しています。選考基準は厳しく、研修も高度な内容

で、２カ月間を県立広島国際協力センターで研修しています。 

 

 
 

  
資料提供：鈴木憲治会員 

 


