
第１３０１回例会 １２月１３日（金）幹事の日        ホテルモリノ 

第１３０２回例会 １２月２０日（金）クリスマス会      ホテルモリノ 

第１３０３回例会  １月１０日（金）３クラブ合同新年例会  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 .】                 碓井美枝子 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 

◆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 

〈奥様〉木村良三会員夫人 友美子様、梶俊夫会員夫人 昭子様 

〈結婚記念日〉山下俊也会員、 

門間亜砂子会員 

【代表して山下俊也会員コメント】 

 

 

 

【第□回理事・役員会報告】           親松 明 会長 

１．1/24職場訪問について 森啓伊職業奉仕委員長 【承認】 

【会長報告】               親松 明 会長 

１．１２月のＲIレート １ドル＝１０８円（11月と同じ） 

２．ＲＩ日本事務局より、“クラブ定款
ていかん

” 変更の連絡。 

第 7条 会合 第 2節 ― 年次総会 に追加事項 

３．ガバナー事務所より 

〇Ｒ財団補助金管理セミナー開催の連絡。 2019年 12/12

（木） 15:00～ ソシア 21 ※山下 R財団委員長出席 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇ロータリアン展と作品募集の連絡。 

2020年 4月 10日(金)～15日(水) ギャルリーパリ 

〇１２月の「疾病予防と治療月間」に役立つ出版物の案内。 

４．横浜東ロータアクトクラブより、12月例会の案内。 

第 1例会 12/4（水） 20:00～ キャメロットジャパン  

第 2例会 12/14（土） 17:30～ かながわ県民センター 

５．川崎西北ＲＣより、クリスマス会のご案内が届く。 

12/19（木） 登戸 柏屋 18:00点鐘  ※会長・幹事 出席 

６．川崎高津ＲＣより、訃報。 

三家 護 様(2012-13年度 第 3Ｇガバナー補佐)  

通夜 12月 3日 告別式 12月 4日 

７．比国育英会バギオ基金より、２０１８年度事業報告と寄付依頼。 

８．令和２年麻生地区消防出初式の案内。 

令和 2年 1月 11日（土） 10:00～ 麻生水処理センター 

９．川崎・しんゆり芸術祭実行委員会より、第２回実行委員会

の案内。 2/12（木） 18:30～ 麻生区役所 4階 会議室 

※本日はクラブ年次総会です。大野勉指名委員長が指名した

次年度役員理事の選挙です。 

 

 

 

 

 

 

 

［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 1300回 例会記録 2019年 12月 6日（金） S.A.A 委員長 鈴木 豊成 

 

 

「結婚記念日を忘れていました。30 数

年前に結婚しました。今日は有難うご

ざいました。」 

 



【幹事報告】             宇津木 茂夫 幹事 

◆会報着   

○新川崎ＲＣ 第 1166回（11 /20） 

◆例会変更 

○川崎高津ＲＣ ・12/19（木）夜間例会  

年末家族会 ホテルＫＳＰ  

・12/26（木）・1/ 2（木）・1/30  休会 

○川崎西北ＲＣ ・12/19（木）クリスマス家族会 点鐘 18:00 

登戸柏屋 ・12/26（木）・1/2 休会 ・1/10（金） 移動例会 

3 クラブ合同例会 点鐘 18:00 ホテルモリノ 

○川崎とどろきＲＣ／○川崎中ＲＣ 

※円城寺会員の登録住所変更（事務所移転のため）。 

【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 

1300回 32 27 5  84.4％ 

1299回 32 27 5 5 100％ 

1298回 32 23 9 7 93.7％ 

【ニコニコ委員会】             梅澤 馨 委員長 

 第 1300回(件数) 合 計 

ニコニコ    22件 ￥22,000- 

●会員 

◇親松明会長【皆さん風邪引かないように】 

◇志村幸男会員【寒くなりました】 

◇鈴木憲治会員【台湾米山奨学生OB 

総会（学友会）に出席しました】                 

◇宇津木茂夫幹事 ◇碓井美枝子会員 ◇梅澤馨会員  

◇梶俊夫会員 ◇木村良三会員 ◇黒木啓太郎会員  

◇蓬田忠会員 ◇佐々木範行会員 ◇佐藤達弥会員  

◇杉山遼会員 ◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木眞一会員  

◇鈴木豊成会員 ◇長瀬敏之会員 ◇中山隆弘会員  

◇森茂則会員 ◇森啓伊会員 ◇門間亜砂子会員  

◇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 1300回(件数) 合 計 

Ｒ .財団    6件 ￥149,400    

◇宇津木茂夫幹事 ◇梅澤馨会員 ◇木村良三会員  

◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木憲治会員 ◇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 1300回(件数) 合計 

米山記念奨学 4件 ¥135,000-    

◇鈴木憲治会員 

【台湾米山奨学生 OB総会に出席いたしました】 

◇宇津木茂夫幹事 ◇梅澤馨会員 ◇木村良三会員      

ご協力有難うございました。 

※鈴木憲治会員は2019-2020年度R米山専門委員会広報委員 

【雑誌広報委員会】             鈴木 憲治 委員長 

はじめに理事役員の役目ですが、役員 

は例会やクラブを司る人です。 

そして外に対して奉仕活動をするのが 

理事です。 

「ロータリーの友１２月号」について。 

今月は「疾病予防と治療月間」です（７ページ）。 

４ページ（左組）は、すべて RI の指定の記事を翻訳したもので

す。ノーベル平和賞のことが載っています。裏表紙の方は、日

本のロータリーの友独自の編集です。よくご覧になってくださ

い。最後に左組６ページに「ロータリーとは」ということが載って

います。その中で東京の２つのクラブが沖縄の島々とミクロネ

シアの地域をフォローしているということが書いてあります。 

【親睦委員会】                森 茂則 委員長 

クリスマス会に関して。お子様のプレゼント（￥2000程度）は昨

年と同じようにそれぞれのご父兄の方が用意してください。 

代金はクラブの方で負担いたします。 

【年次総会】      (大野指名委員長代理) 親松 明 会長  

「本日の出席状況は、会員数 32名、出席者 27名、委任状提

出者 4名、年次総会は成立いたします。〈次年度の理事・役員

を報告—下記〉賛成の方は挙手をお願いいたします。 

賛成多数のため指名委員長の提案通り可決いたしました。」    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【次年度会長の挨拶】           蓬田 忠 次年度会長 

「正式に次年度会長に決まりましたの 

で、少しでも麻生ロータリークラブの 

ために頑張りたいと思います。次年度 

理事役員の方々、その他会員の方々、 

特に増強につきまして次年度もテーマ 

になると思いますので、ご協力のほど 

よろしくお願いいたします。」 

【四つのテスト】                   長瀬 敏之 会員 

【点  鐘】                       親松 明 会長 

【会報委員会】 

◇文責：円城寺広明委員長  ◇写真：佐藤 忠博委員 

 

 

 

【2020-2021年度 川崎麻生 RC 理事・役員】 

〈会 長〉 蓬田 忠   〈副会長〉 梅澤 馨 

〈幹 事〉 川﨑 航   〈副幹事〉 円城寺 広明 

〈会 計〉 鈴木 豊成  〈会場監督〉 中山 隆弘 

〈会長エレクト・クラブ奉仕委員長〉 鈴木 昭弘 

〈社会奉仕委員長〉 杉山 遼 

〈職業奉仕委員長〉 佐藤 達弥 

〈国際奉仕委員長〉 黒木 啓太郎 

〈青少年奉仕委員長〉 木村 良三 

〈理 事〉 親松 明 （直前会長）      （敬称略） 

 

 


