
第１３０５回例会 １月２４日（金）職業奉仕委員会・職場訪問  国会議事堂・議員会館 

第１３０６回例会 ２月 ７日（金）卓 話           ホテルモリノ 

第１３０７回例会 ２月２１日（金）創立記念例会        リストランテ・アベーテ 

 

 

【点  鐘】                親松 明 会長 

【例会場】         百合ヶ丘カントリー倶楽部

【S.A.A .】                門間 亜砂子 委員 

【ソング 】         ロータリーソング『我等の生業』 

【ゲスト・ビジター紹介】          親松 明会長 

◆村上 博 様 （弁理士）→右写真 

 

 

 

 

◆モハマド ミカル君 

（米山奨学生） 

【第７回理事役員会報告】         親松 明 会長 

１． クリスマス会収支報告        【承認】 

２． ３クラブ合同新年例会収支報告 【承認】 

３． 臼井勉元会員退会の件      【承認】 

【会長報告】               親松 明 会長 

１．１月のＲI レート １ドル＝１１０円 

２．IR 財務部より、下期人頭分担金の請求書が届く。 

３．ガバナー事務所より 

〇2019-20 年度下期地区資金振込依頼が届く。 

〇「職業奉仕月間」の 1 月に活用する資料案内が届く。 

〇2020-21Ｒ財団プログラムの参加資格覚書の提出依頼。 

〇第 50 回ロータアクト年次大会のご案内。 

2 月 23 日（日） 13:30～18:00 ホテルプラム 

４．米山記念奨学会より、『米山功労者』への感謝状が届く。 

 梅澤馨会員、鈴木憲治会員、佐々木範行会員、森啓伊会員、

木村良三会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

５．ロータリー財団より ポール・ハリス・フェローの賞状とバッジ

が届く。 ※木村 良三会員 

６．川崎百合丘ＲＣより、第 4 回会長・幹事会の案内。 

2 月 12 日（水） 18:00～ シノワーズ 

７．横浜東ＲＡＣより、1 月第 2 例会の案内。 

1 月 22 日（水） 20:00～21:30 ホテルキャメロットジャパン 

８．川崎市麻生区少年野球連盟より、定期総会の案内。 

2 月 15 日（土） 15:00～ 麻生区役所 4 階 

９．川崎市生涯学習団体より、講座の案内が届く。 

10．横浜市営地下鉄 3 号線延伸早期完成期成同盟会より、 

総会の案内。 1 月 29 日（水） 14:00～ 新百合２１ホール 

【幹事報告】             宇津木 茂夫 幹事 

★会報着○新川崎ＲＣ 第1169回（12/18）～第1170回（1/8） 

★例会変更 川崎北ＲＣ／川崎中ＲＣ／川崎とどろきＲＣ／ 

川崎鷺沼ＲＣ／新川崎ＲＣ 

 

 

 

 

 

［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 1304 回 例会記録 2020 年 1月 17日（金） S.A.A 委員長 鈴木 豊成 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
〈米山功労者〉感謝状と〈R 財団〉の賞状を受けた方々 

 

 

 



◆お知らせ 【タウンニュース】・元旦号に志村会員と山上会 

  員 ・1 月 17 日号に花輪会員 が掲載されております。 

【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 

1304回 31 25 6  80.6％ 

1303回 31 30 1 1 100％ 

1302回 32 28 4 4 100％ 

【ニコニコ委員会】             梅澤 馨 委員長 

 第 1304回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    19件 ￥19,000 

●会員 

◇親松明会長【皆様「カゼ」ひかないように！】 ◇鈴木昭弘会 

員【横浜サクソフォンアンサルブル協力おねがいします】 

◇鈴木 憲治会員【無事法人会賀詞交歓会が終わりました】 

◇長瀬敏之会員【シーズンオフの宮古島に行ってきました】 

◇他15名の会員からいただきました。 

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 1304回(件数) 合 計 

Ｒ . 財 団    7件 ￥46,000    

◇親松明会長 ◇宇津木茂夫幹事 ◇梅澤馨会員  

◇梶俊夫会員 ◇木村良三幹事 ◇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 1304回(件数) 合計 

米山記念奨学 6件 ¥52,000    

◇親松明会長 ◇宇津木茂夫幹事 ◇梅澤馨会員 

◇梶俊夫会員 ◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木憲治会員 

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 

2月7日 卓話 「早野の里山を守る会」の小泉さん 14日休会 

2月21日 創立記念例会 リストランテ・アベーテ 6：00点鐘 

2月28日 クラブフォーラム 

【ご案内】      野村証券新百合ヶ丘支店長 大石 佳 会員 

新百合ケ丘支店は 30 周年を迎え、2 月 

12 日に特別講演会を開きます。二部では 

柔道でオリンピック３連覇の野村忠宏さん 

をお招きして講演会があります。どうぞご参 

加ください。 

【職業奉仕委員会】   森 啓伊 委員長 

次週 2 月 24 日の職場訪問は、９時に 

モリノ駐車場に集合です。参加者の氏名、 

住所を提出するので宜しくお願いします。 

〈卓 話〉 日本の行事（続編）         志村 幸男 会員 

前回に引き続き１月の行事のお話。 

１月（睦月）家族・友人・知人 

が親しく睦み合う月。そして正月 

は、親しい方々へ昨年のお礼と本 

年も宜しくと挨拶周りをする習わ 

しがあり、今では年賀状がそれに代 

わった。今後はメールになる時代が来るかもしれません。 

【正月】（1 月 1 日～） 正月飾りは 12月 13日以降〜1月 7日

迄、12月 13日はすす払いの後、最も良いとされる 

日は 28日と伝えられている。1月 6日までが松 

の内と言われ、開けた 7日に下げる地方が多い。 

【七草がゆ】（1 月 7 日） ７種類の若菜を入れた 

「おかゆ」を食べると、この年無病息災でいられると伝えられ、

平安時代、宮中の儀式が江戸時代に一般に広まった。（七草：

セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロ） 

【鏡開き】（1 月 11 日） もともとは武家から始まった行事。鏡餅

に刃物を使うことは、切腹を連想させるので、切るのではなく開

くとなる。（また正月に神様・仏様に仕え、神様の依代となった

お餅は切るのではなく、開いて頂くことから。） 

【小正月】（1月15日） 明治６年までは、この日が正月でしたが、

それ以降は 1 月 1 日が正月となり、現在に至っている。この 15

日はドンド焼（または左議長、サイトヤキ）で、正月飾り・しめ縄・

書初めなどを焼き、その火で炙ったおだんごや煙を浴びると、

この年、無病息災でいられると伝えられている。また小枝の多

い木の先に餅を小さく丸めて付け、稲の花に見立てて飾ったり、

餅を繭玉の形にしたりして稲や繭の方策を願った。 

【成人式】（1 月第二月曜日） 「国民の祝日に関する法律」で

成人の日を決められ、満 20 歳になった青年を祝う日。 

【麻生不動尊（だるま市）】（1 月 28 日） 明治の終わり頃からこ

の日になった。不動尊は古くから「火伏せの不動」 

と言われ火の難から人を守ると伝えられている。 

赤く塗った「だるま」は、火難の加護として広まった。 

【四つのテスト】 鈴木 昭弘 会員  【点 鐘】親松 明 会長 

「2 月 9 日の YSA 演奏会、どうぞご来場ください。」 

【会報委員会】◇文責：中山 隆弘 委員  ◇写真：木村 良三 委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年 12 月にミアンさんから鈴木憲治会員へ送られた写真 

 


