
第１２９８回例会 １１月 ８日（金）Ｒ財団月間 招聘卓話   ホテルモリノ 

第１２９９回例会 １１月２２日（金）会員卓話、健康体操   百合ヶ丘カントリークラブ 

第１３００回例会 １２月 ６日（金）定例役員会⑥、年次総会  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 .】                  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 

◆松浦 健太郎様（百合ヶ丘すみれクリニック 医師）写真下左 

◆米山奨学生 ミカル君➡ 

◆山上剛史会員のお子様 

 

 

 

 
 

【ご挨拶】            大野 勉 ガバナー補佐 

「先日の地区大会に出席いただきまして有難うございました。 

【次年度理事役員 選出】      大野 勉 指名委員長 

理事会で 2020-21 年度の理事役員（案）が承認されました。 

〈会長〉蓬田忠会員 〈副会長〉梅澤馨会員 〈幹事〉川﨑航会

員 〈副幹事〉円城寺広明会員 〈会計〉鈴木豊成会員 〈会場

監督〉中山隆弘会員 〈会長エレクト・クラブ奉仕委員長〉鈴木

昭弘会員 〈社会奉仕委員長〉杉山遼会員 〈職業奉仕委員

長〉佐藤達弥会員 〈国際奉仕委員長〉黒木啓太郎会員 〈青

少年奉仕委員長〉木村良三会員 〈理事〉親松明直前会長  

●蓬田 忠 次年度会長ご挨拶  

「これから個々の役員人選については、会 

員皆さまのご意見を頂き決定したいと思い 

ます。どうぞ宜しくお願いいたします。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会員誕生日】【奥様誕生日】    門間 亜砂子 親睦委員 

〈奥様〉大野勉会員夫人 順子様、梅澤馨会員夫人 恵子様 

鈴木眞一会員夫人 知佐子様、 

〈結婚記念日〉青戸慶太会員、 

長瀬敏之会員、花輪孝一会員、 

森茂則会員、山上剛史会員 

【代表して大野勉会員コメント】➡ 

 
 

【第５回理事・役員会報告】           親松 明 会長 

１． クリスマス家族会について  

森茂則親睦活動委員長より 12月20日  【承認】 

２．3クラブ合同新年会について ※ガバナー出席 【承認】 

   2020年1月10日（金）ホテルモリノ 7F 宴会場 

※後日、実行委員会を開きます。  

３．指名委員会理事選出について 大野指名委員長【承認】 

４．会員傷病お見舞金について お見舞金￥10,000 【承認】 

〇2019年5月 鈴木眞一会員 〇2019年8月 親松会長 

〇2019年９月長瀬敏之会員 ※３名の方にお渡ししました。 

※退会した会員にクリスマス会の司会をお願いすることについ

て、理事役員会で承認いたしました。 

 

 

 

 

 

 

［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 1297 回 例会記録 2019 年 11 月 1日（金） S.A.A 委員長 鈴木 豊成 

 「私の妻は４日が誕生日で、結婚して 44 年 

になります。前日に家族でお祝をします。ありがとうございました。」 

  

 

 
今月、記念日を迎える会員 



 

 

 

 

 

 

【会長報告】               親松 明 会長 

１．１１月のＲI レート １ドル＝１０８円（10 月と同じ） 

２．ガバナー事務所より 

〇台風１９号の被災地支援についての連絡。 

・被災地が広範囲の為、各自の地区での支援活動とします。 

・被災状況の確認の為、ガバナー補佐からの問い合わせに情 

報提供の協力要請。 

〇地区大会への多数の参加と事務局派遣へのお礼状が届く。 

〇「フィリピンへの海外メークアップツアー」は、参加希望者が

少ない為中止。 

〇2018-19 年度ポリオカウントダウンキャンペーンへの支援に

対し、感謝状が届く。 

３．横浜東ロータアクトクラブより、11 月第 1 例会の案内。 

１１月６日(水)20:00～21:30 キャメロット J ※川﨑会員出席 

４．川崎・麻生観光協会より、美術展の案内。１１月１日～３０日  

小田急多摩線 はるひ野駅南口から黒川駅南口までの沿線 

５．グリーンハート吹奏楽団より、定期演奏会へのご祝儀のお

礼状が届く。 

【幹事報告】             宇津木 茂夫 幹事 

★例会変更 

◎川崎高津RC ◇11/21(木)～11/22(金) 親睦移動例会 

箱根湯本温泉「湯本富士屋ホテル」 

◎川崎高津南RC ◇11/4、11/18、12/16、12/30 休会 

◇11/11、11/25、12/2、◇12/9通常例会 

◇12/23年末家族会               

◎川崎ＲＣ ◎川崎中央ＲＣ ◎川崎大師ＲＣ  

◎川崎マリーンＲＣ ◎横浜南ＲＣ 

★会報着 

◎新川崎ＲＣ 第1163回（10 /26） 

◎川崎とどろきRC 第940回（7/1）～第948回（9/30） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 

1297回 32 25 7  78.1％ 

1296回 32 32 0 0 100％ 

1295回 32 27 5 2 90.6％ 

【ニコニコ委員会】             山上 剛史 委員 

 第 1297回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    21件 ￥21,000 

●会員 

◇梅澤馨会員【11/9二男の結婚式です】 ◇大野勉会員【地 

区大会有難うございます】  ◇志村幸男会員【本日は卓話宜 

しく】 ◇山上剛史会員【入園試験でお休みの為子供連れで 

す。すみません】 ◇雪井洋子会員【11/4(月)朝8:00からのお 

母さんといっしょに孫が出ます】 

◇親松明会員 ◇宇津木茂夫会員 ◇青戸慶太会員 

◇木村良三会員 ◇黒木啓太郎会員 ◇佐藤達弥会員 

◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木憲治会員 ◇鈴木眞一会員 

◇長瀬敏之会員 ◇中山隆弘会員 ◇森啓伊会員 

◇門間亜砂子会員 ◇山下俊也会員 ◇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 1297回(件数) 合 計 

Ｒ . 財 団    6件 ￥39,400    

◇宇津木茂夫幹事 ◇梅澤馨会員 ◇円城寺広明会員 

◇鈴木眞一幹事 ◇山下俊也会員 ◇蓬田忠会員 

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 1297回(件数) 合計 

米山記念奨学 6件 ¥46,000    

◇志村幸男会員【本日は卓話をさせて頂きます。宜しく】 

◇宇津木茂夫幹事 ◇梅澤馨会員 ◇木村良三会員 

◇鈴木昭弘幹事 ◇森啓伊会員 

ご協力有難うございました。 

    

 

 

  

お見舞い金を差し上げました。 

 

門間亜砂子 出席委員長     佐藤達弥 R 財団委員 

Zaidann   

2020-2021 年度 理事役員候補の方々 



【親睦委員会】    森 茂則 委員長 

クリスマス家族会について  

◆12 月 20 日(金)18:00～21:00  

◆ホテルモリノ７F ◆食事：大人と子供 

年齢別で３～４種類に分けます。 

◆プレゼント提供：会員￥3000 の品、他に５大奉仕委員長他

は￥5000 の品を用意してください。◆お子様プレゼントは３種

を用意します。◆アトラクション：YSA スペシャルカルテット、他 

【会員卓話】             志村 幸男 会員（宮司） 

１１月・１２月の行事 

 

 

 

 

 

（会報委員会より 実際に話されたのは省略された内容でし

たが、頂いた資料が分かり易く興味深いので載せました。） 
 

１１月（霜月）旧暦では真冬、霜が降る月という意味。  

【３日：文化の日】自由と平和を愛し文化をすすめる日  

【８日頃：立冬】この日から暦では冬となる。 

【15日：七五三】江戸時代から始まり、古く 

は宮中で行われていた行事。 

三歳：「髪置の式」男女ともそれまで剃っ 

ていた髪を伸ばします。五歳「袴着の式」男の子が初めて袴を

着る。七歳「帯解の式」女の子が帯を使い始める祝いの日。  

「千歳飴」健康長寿を長い、江戸時代に浅草のあめ売りが売り

歩いたのが始まり。 

【酉の市】開運、招福、商売繁盛のお祭り。江戸 

時代に始まる。熊手に飾り付けをして縁起物とし 

た。熊手は掻きとる道具で、幸運や福を集める道 

具として流行った。 

【２３日：勤労感謝の日】戦前は「新嘗祭」と呼ばれ、天皇がそ

の年に収穫された米を神々に供え感謝する祭り。昭和２３年よ

り「勤労感謝の日」に変わる。本年は天皇が即位して初めての

年で「大嘗祭」という。（今年14日、15日） 米は「ゆき田（東日

本）」、「すき田（西日本）」で採れた米を使用する。 

１２月（師走）１年最後の月、師（先生）が忙しく走り回る月。

師とは一説で、伊勢神宮の 

神札を配る御師で、全国に 

神札を配っていたことから 

師走になった。 

 

【初旬～２０日頃まで：お歳暮】正月にかけて年神様や先祖を

祭るため供え物をしたのが始まり。 

【１３日：すす払い】むかし江戸城で、すす払いをする日と決め

られていて、民間に広まったと言われている。 

【２２日頃：冬至】１年で昼が一番短く夜が長 

い日。太陽が出る時間が短いと生命力も弱 

くなると考えられていた。そこで力をつける 

「カボチャ」「小豆粥」を食べ、ゆず湯に入り無病息災を願う。 

【２５日：クリスマス】キリストの誕生日の祭典。この日よりまた日

が長くなるので、太陽の力が蘇ることを祝う祭典でもある。 

【下旬：餅つき】正月前の神聖な行事で、２５ 

日～３０日頃までにつくのが慣わし。29 日は 

「九」が「苦」につながり、31 日は「一夜餅」 

として縁起が悪いとされ、忌み嫌われている。 

【３１日：年越しそば】江戸時代に始まる習慣。金や銀の細工を

する人が大晦日に仕事を終え、見ると金銀の粉が散らばって

いてもったいないと、その粉をそばに練って金 

運に恵まれる縁起の良い食べ物となって広ま 

ったのが始まり。（また蕎麦は長いので長寿 

を願う食べ物として始まった。） 

【３０日または３１日：大祓い】１年で知らないうちに付いてしま

った贖罪を祓い、正月を迎える準備をする。 

【3１日：大晦日】正月の準備を終え、30日を「みそか」、31日を

「大みそか」又は「おおつごもり」という。 

【3１日：除夜の鐘】人間には百八つの悩 

みや苦しみがあるとされ打ち払う。百七つ 

を打ち、年が明けて一つを打ち、百八つ 

となる。 

おまけ 【１月１日：深夜に占う餃子】中国では吉凶を占う食材

として、年が変わる時、「子」の刻すなわち０時にその年の豊作

の食べ物は何かと占った。餃子の皮に「米・麦・豆・肉・その他」

を入れ、鍋に水を入れて餃子を入れてすくい、その年の作物

の吉凶を占った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【四つのテスト】                   山上 剛史 会員 

【点  鐘】                       親松 明 会長 

【会報委員会】 

◇文責：中山 隆弘委員  ◇写真：川崎 航委員 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


