
第１３１０回例会 ６月１９日（金）各委員会年度報告    琴平会館  

第１３１１回例会 ６月２６日（金）最終例会        ホテルモリノ(夜会例会) 

第１３１２回例会 ７月 ３日（金）定例理事会・就任挨拶  ホテルモリノ 

 

 

 

３月６日～６月５日は休会 

【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】   ロータリーソング 

『それでこそロータリー』 

【今月の誕生日・記念日】       宇津木 茂夫 幹事 

〈会員〉・蓬田忠会員（6月2日） ・大野勉会員（6月19日） 

・円城寺広明会員（6月28日） 

〈奥様〉・黒木啓太郎夫人 真紀様 ・青戸慶太夫人 聖美様 

〈結婚記念日〉・川﨑航会員 ・木村良三会員 

【休会中の誕生日・記念日】      宇津木 茂夫 幹事 

〈会員〉 ・花輪孝一会員（3/6） ・志村幸男会員（3/23）  

・碓井美枝子会員（4/4） ・森啓伊会員（4/24） ・森茂則会

員（5/9） ・山下俊也会員（5/17） ・鈴木豊成会員（5/17） 

〈奥様〉 3月・志村幸男夫人 節子様  4月・佐藤忠博夫人  

成子様 ・鈴木昭弘夫人 里香様 ・親松明夫人 恵美子

様 ・円城寺広明夫人 明子様 5月・鈴木豊成婦人 陽子

様 ・蓬田忠夫人 文香様 大石佳夫人 妙子様 

〈結婚記念日〉 3月・梅澤馨会員 4月・森啓伊会員 ・親松明

会員 ・蓬田忠会員 5月・佐々木範行会員 

【例会当日誕生日のお祝い】          親松 明 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会長報告】       親松 明 会長 

1．ガバナー事務所より R財団への地区寄 

付目標達成依頼が届く。 

・年次基金 1人あたり 150 ドル以上 

⇒当クラブ 502,200円(6月レート 108円) 実績 623,100円 

・ポリオ寄付 1人あたり 30 ドル以上 

⇒当クラブ 100,440円(6月レート 108円) 実績 100,440円 

２．R 米山記念奨学より、クラブ例会休会の場合の奨学金支給

方法の案内。 ※クラブと奨学生の状況により、地区および

クラブにて判断の上対応の事 

３．川崎高津 RC より 2020-21年度 役員・理事のお知らせ。 

４．新型コロナで延期になっていた第 3G事務連絡会開催。 

6月 24日㈬18：00～ アベーテはるひ野店 

５．あさお区民まつり実行委員会より、第 38 回あさお区民まつ

り(令和 2年 10月 11日)中止のお知らせ。 

６．川崎・しんゆり芸術祭より、第 5回実行委員会開催の案内。

6月 24日㈬ 18：30～麻生区役所 ４階第１会議室 

【幹事報告】     宇津木 茂夫 幹事 

★例会変更 

◎川崎北RC ◎新川崎RC ◎川崎鷺沼RC  

◎横浜あざみRC◎横浜南RC 

 

 

 

 

 

 

 

第 1309回 例会記録 2020年 6月 12日（金） S.A.A 委員長 鈴木 豊成 

 

 

 

［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 

  

〈ケーキをプレゼント〉 門間亜砂子会員（2/28）、森啓伊伊会員（4/24） 

３月～６月までの記念日を迎えた会員の方々 

 



★会報着  ◎新川崎RC 第1183回(6/3) 

★お願い：今月は年度末となりますので、棚の雑誌等のお持

ち帰りをお願い致します。 

【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 

1309回 31 22 9 0 71.0％ 

1308回 31 20 11 1 67.7％ 

1307回 31 19 12 6 80.6％ 

【ニコニコ委員会】            山上 剛史 委員 

 第 1309回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    21件 ￥23,000 

●会員 

◇親松明会長【皆様お久しぶりです。お元気でしたか？】 

◇宇津木茂夫幹事【暑くなりました。久しぶりです】 

◇梅澤馨会員【コロナぶとりです】 

◇大野勉会員【皆様お久しぶりです。元気で何よりです】 

◇大石佳会員 ◇佐藤忠博会員 ◇志村幸男会員 

◇鈴木憲治会員 ◇鈴木豊成会員【お久しぶりです】 

◇山上剛史会員【お久しぶりです。3/1より栗木で施設をopen

しました。※コロナの抗体検査を提携クリニックでしております】 

◇雪井洋子会員【お久しぶりです。うれしいです】 

◇青戸慶太会員 ◇円城寺広明会員 ◇黒木啓太郎会員 

◇佐藤達也会員 ◇鈴木昭弘会員 ◇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】       山下 俊也 委員長 

 第 1309回(件数) 合 計 

Ｒ . 財 団    7件 ￥70,000    

◇親松明会員 ◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 

◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木憲治会員 ◇山下俊也会員 

◇雪井 洋子会員         ご協力有難うございました。 

【米山記念奨学委員会】       中山 隆弘 副委員長 

 第 1309回(件数) 合計 

米山記念奨学 5件 ¥50,000    

◇親松明会員【元気でしたか？】 

◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 ◇鈴木豊成会員 

◇雪井洋子会員     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 

6/19例会 琴平会館 12:30点鐘 

6/26例会 夜会例会(ホテルモリノ) 18:00点鐘 

【国際奉仕委員会】           黒木 啓太郎 委員長 

現在、川崎麻生ロータリークラブをスポ 

ンサークラブとしてグローバル補助金を 

使った留学生（森田大
だい

さん）の派遣がほ 

ぼ決定しております。彼は今社会人で 

今度アメリカのジョンズ・ホプキンズ大学 

へ１年間の留学です。今はコロナの影響でアメリカへの出発が

出来ず、オンラインでリモートの授業が受けられるようです。 

休会続きの影響で、例会に出席していただく機会が作れませ

んでしたが、２６日の今年度の最終例会に出席され皆さんにご

挨拶をする予定です。 

彼のメインカウンセラーとして私と、他に鈴木憲治会員と木村

良三会員にカウンセラーなっていただきました。スポンサークラ

ブとして、来年一年間を皆さんで応援してあげられたらいいな

と思います。ぜひご協力のほどお願いいたします。 

【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：中山 隆弘委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

【委嘱状授与】                    親松 明 会長 

  
 

〈左〉戦略委員会委員 鈴木憲治会員 

〈右〉米山学友委員会委員 大野勉会員 

 

米山奨学生カウンセラー   

宇津木茂夫会員 

 

メジャードナー 鈴木憲治会員        マルチプル 鈴木昭弘会員 

 

〈米山記念奨学会より記念賞状〉 

   門間亜砂子会員     山上剛史会員       山下俊也会員 

 
 

  
 

 

   

 

  

 

https://www.townnews.co.jp/0

205/2020/04/24/525368.html 
 

 

木村良三会員がマスクを麻生区に

寄付され、区より感謝状が贈られ

ました。タウンニュース麻生区版４

月２４日号に掲載されました。 

ぜひご覧ください。 
 

 

https://www.townnews.co.jp/0205/2020/04/24/525368.html
https://www.townnews.co.jp/0205/2020/04/24/525368.html

