
第１３１２回例会 ７月 ３日（火）定例理事会、就任挨拶  ホテルモリノ  

第１３１３回例会 ７月１０日（金）就任挨拶        ホテルモリノ 

第１３１４回例会 ７月１７日（金）就任挨拶        百合ヶ丘カントリー倶楽部 

 

 

 

【点  鐘】 夜会 18：00～         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『四つのテスト』 

【ゲスト・ビジター紹介】         親松 明会長 

◆米山奨学生 徐菁
せい

一
いち

さん 

 

 

 

 

 

 

 

徐菁一さん挨拶 「皆さん初めまして。徐菁一と申します。 

専修大学３年生です。趣味は旅行と野球観戦で、ジャイ

アンツのファンです。将来は日本語学校の教師になりた

いと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。」 

【ガバナー補佐挨拶】          大野 勉 ガバナー補佐 

昨年の今頃、ガバナー補佐を引き受

けて緊張の一年間でした。今年には

いりコロナの影響で、各クラブには行

かれない状況で、地区の方でもガバ

ナーとは４，５カ月お会いできず、ライ

ンだけの連絡で終わってしまいました。 

本来でしたら５月～６月に次年度のガバナー補佐と一緒に各

クラブを訪問するのですが、７月になってから様子をみて伺う

予定にしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

今年度の地区大会では、ガバナー補佐が企画したイベントが

各クラブにおいては好評だったと思います。今年度は省略し

たIMは次年度には復活し、高津市民館で行われます。一年間

皆さまのご協力を有難うございました。 

【会長報告】               親松 明 会長 

１．ガバナー事務所より、 

〇2020-23 年度 ガバナー候補として、川崎南 RC 志村雄治

（しむら ゆうじ）様を指名した旨ご連絡が届く。 

〇2020-21年度 地区大会開催日変更のお知らせ。 

2021年 4月 10日（土）1日開催に変更 

〇『麻薬・覚せい剤乱用防止』の広報誌・ポスターと募金活動 

用キットが届く。 

〇事務局員連絡会中止の為、 

記念品が事務局員へ届く。 

２．川崎高津 RC より、 

第 1回会長・幹事会開催 

のお知らせ。 

7月 8日（水）18:00～ ホテルＫＳＰ 

【幹事報告】   宇津木 茂夫 幹事 

★例会変更 

◎川崎ＲＣ ◎横浜あざみＲＣ 

．  

５． 

６．  

 

 

 

［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 1311回 例会記録 2019年 6月 26日（金） S.A.A 委員長 鈴木 豊成 

 

 

 

 

 



【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 

1311回 31 23 8  74.2％ 

1310回 31 21 10 3 77.4％ 

1309回 31 22 9 5 87.1％ 

【ニコニコ委員会】             山上 剛史 委員 

 第 1311回(件数) 合 計 

ニコニコ    22件 ￥23,000 

◇親松明会長【本日で終了です。１年間有難うごじました】 

◇宇津木茂夫幹事【徐さんようこそ】 

◇碓井美枝子会員【会長幹事 １年間お疲れさまでした】 

◇梅澤馨会員 ◇大野勉会員 ◇梶俊夫会員 【同上】   

◇佐藤忠博会員 ◇志村幸男会員 

【親松会長、宇津木幹事、一年間お疲れさまでした】 

◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木憲治会員  

【会長、幹事 色々ありましたが大変お疲れさまでした】 

◇鈴木豊成会員【会長、幹事 お疲れさまでした】 

◇山上剛史会員【皆様お疲れさまでした】  

◇青戸慶太会員 ◇円城寺広明会員 ◇川崎航会員  

◇木村良三会員 ◇黒木啓太郎会員 ◇花輪孝一会員  

◇森茂則会員 ◇森啓伊会員 ◇門間亜砂子会員  

◇蓬田忠会員      以上、ご協力ありがとうございました。 

【米山記念奨学委員会】         木村 良三 委員長 

 第 1311回(件数) 合計 

米山記念奨学 1件 ¥10,000    

◇鈴木豊成会員【会長・幹事ご苦労様でした】 

ご協力有難うございました。 

 

 

 

 

 

【一年を振り返って】       親松 明 会長 

昨年の今頃は体調が悪く、これから１年間大丈夫かなと大

変心配しておりました。 

７月５日の第一例会 大野パスト会長より「ガベル」の引継ぎ 

７月１０日は第３グループ 会長幹事会（モリノ 梅の花） 

７月１６日 川﨑百合丘RC表敬訪問 

７月１８日 川﨑西北RC表敬訪問 

８月９日 大野がバナー補佐のクラブ協議会を開催しま

した。ご協力有難うございました。その後、生まれて初

めて約15日間 検査入院をしてきました。そのため８月20

日 百合丘RC訪問、８月23日 当クラブの納涼会は蓬田会

長エレクトに代わって頂きました。有難うございました。 

８月31日 轟ガバナーの公式訪問で、 

大石会員の入会式を行い、無事終 

了しました。有難うございました。 

９月27日 「とん鈴」にて新会員の 

歓迎会を開きました。10月 社会奉 

仕委員会で新百合ヶ丘駅の清掃活動。 

10月25日、26日 地区大会に出席、 

皆さまのご協力有難うございました。 

11月１日 指名委員会、次年度理事役員の選出。 

12月６日 年次総会、次年度理事役員決定。 

12月20日 クリスマス家族会は大盛況にて終了。 

１月10日 ３クラブ合同新年会を開催、ご苦労様でした。 

２月21日 創立記念例会を はるひ野の「アベーテ」で開催。 

その後、新型コロナの影響で６月５日まで休会としました。 

休会中も米山奨学生へ奨学金を渡したり、先日の R財団グ

ローバル奨学生の手続き、地区よりフェイスシールドの提

供、また当クラブでのアルコール消毒液の寄付手配など、

事務局の茗作さんや担当委員の方々には休会中にも関わ

らずお手数をおかけし、有難うございました。 

アルコール消毒液は、６月 22 日に東柿生小学校、柿生小

学校に大野ガバナー補佐と共にお届けしました。(写真下） 

幹事、事務局、皆さまのご協力があって無事１年間終わる

ことができました。２度目の“会長”は大変「記憶」に残

る年度でした。誠に有難うございました。 

なお、鈴木憲治会員より防護服と靴カバーを頂きましたので、

６月３０日新百合丘総合病院へ宇津木幹事、鈴木憲治会員、

花輪会員とフェイスシールドと一緒に届けて参ります。         

【四つのテスト】 蓬田 忠 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 副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   門間亜砂子委員長   山上剛史委員   木村良三委員長 

 

 

 

６月 22 日 消毒用エタノール 112 本とボトル 10 本（目録）を 

それぞれの小学校へお届けしました。 

東柿生小学校へ 

（井上校長）↓ 

 

 

【写真】 

大野勉 会員 

←柿生小学校へ 

（杉本校長） 

【写真】 

大野勉 会員 

タウンニュース 

2020.6.26に掲載 

https://www.townnews.co.jp/0205/2020/06/26/531871.html 
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