
第１３１３回例会 ７月１０日（金）定例理事会、就任挨拶     ホテルモリノ  

第１３１４回例会 ７月１７日（金）招聘卓話、就任挨拶     ホテルモリノ 

第１３１５回例会 ８月 ７日（金）定例理事会、セミナー報告  ホテルモリノ 

 

 

 

【開会点鐘】 蓬田 忠 会長 【S.A.A.】 中山 隆弘 委員長 

【例 会 場 】 ホテルモリノ 

【 ソ ン グ 】 国歌『君が代』  ロータリーソング『奉仕の理想』 

【ガベル引 継 ぎ】  

 

 

 

【前会長・幹事へ 

記念品贈呈】 

 

 

 

 

 

【花束贈呈】  

現会長幹事より前会長幹事へ花束が贈呈されました。 

〈親松前会長コメント〉一年間ご協力いただき、無事終わるこ

とができました。身体も少しずつ調子よくなっております。有難

うございました。 

〈宇津木前幹事コメント〉いつも前日の連絡は失礼のないよう、

短いメッセージで送っていました。有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【ゲスト・ビジター紹介】         蓬田 忠 会長 

◆米山奨学生 徐
じ ょ

 菁一
せいいち

 さん 

      

 

 

 

 

【今月の記念日】 青戸 慶太 親睦委員長 

【奥様誕生日】 花輪孝一会員夫人  

                 佳子 様 

【第１回理事・役員会報告】 蓬田 忠 会長 

１．納涼会中止について、青戸親睦活動委員長より発表。 

２．2019-20年度決算報告、中山会計役員より発表。 

３．地区より追加で、新たにフェイスシールド240個が寄贈さ  

れ、今回は他の病院への寄付を検討しています。  

４．２０１９年度交換留学生の件（川崎西RC） 

５．ポリオ募金の件、会員１名（1$=\107）×30$＝\3,210 の

31名分￥99,510を特別会計より送金。 

 

   

 

 

 

 

［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 1312 回 例会記録 2020 年 7 月 3 日（金） S.A.A.委員長 中山 隆弘 

 

 

 

 

 

 

〈左〉 

親松明 前年度会長 

〈右〉 

蓬田忠 今年度会長 

 

  

  

〈徐さんコメント〉 

「皆さんも身体の管理をきちん

となさってください。熱中症に

気をつけましょう。米山奨学生

で幸せに思います。これからも

頑張っていきます。」 

↓〈左〉宇津木前幹事 〈右〉川﨑現幹事 

〈左より〉川﨑航今年度幹事、宇津木前年度幹事、親松前年度会長、蓬田忠今年度会長 

 



【会長報告】           蓬田 忠 会長 

1.７月の RI レート 1 ドル＝107円 

２．ガバナー事務所より 

〇「ためになる魅力あるロータリーセミナー」 

 開催の案内。 ７月 28日火） 15:00～17:00 ソシア２１ ４F 

〇2020-21年度 上期 地区資金振込依頼が届く。 

〇2019-20年度インターアクトクラブ海外研修報告書が届く。 

〇2021年 台北国際大会の登録受付(ウェブサイト)のご案内。 

３．Ｒ米山記念奨学会７月末迄テレワーク延長  

４．麻生観光協会より総会の書面表決の依頼  

５．川崎しんゆり芸術祭 2020実行委員会、6/24 議事録が届く。 

   佐藤達弥会員ご結婚の報告 

【幹事報告】         川﨑 航 幹事 

★例会変更 

◎川崎西RC、7/24、休会 

◎川崎高津RC、7/23⇒7/25変更、移動例会「献血活動」              

◎川崎北RC、◎川崎マリーンRC、◎川崎幸RC、◎川崎大師RC 

◎川崎中RC、◎川崎とどろきRC、◎新川崎ＲＣ                        

※お手元の今年度ロースターで、訂正などがあれば連絡ください。 

【出席委員会】         円城寺 広明 委員長 

例会 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1312回 31 26 5  83.9％ 

1311回 31 23 8 0 74.2％ 

1310回 31 21 10 3 77.4％ 

【各委員会寄付】             

委員会 第 1312回(件数) 合 計 

ニコニコ委員会    25件 ￥26,000 

ロータリー財団委員会     7件 ￥56,400 

米山記念奨学委員会     6件 ￥50,000 

【ニコニコ委員会 メッセージ】   雪井 洋子 副委員長 

◇蓬田忠会長【幹事ともども１年間よろしくお願いします】 

◇川﨑航幹事【本年一年何卒宜しくお願いします】 

◇梅澤馨会員【蓬田・川﨑丸 出航ですね。１年間宜しくです】 

◇大野勉会員【蓬田・川﨑丸 出航ですね。１年間宜しくです】 

◇親松明会員【皆様１年間ありがとうございました】 

◇佐藤忠博会員【新年度を迎えおめでとうございます】 

◇鈴木昭弘会員【蓬田会長・川﨑幹事１年間宜しくお願いします】 

◇鈴木憲治会員【新年度役員の方々頑張って下さい】 

◇鈴木豊成会員【新年度会長幹事一年間宜しく】 

◇長瀬敏之会員【出不精になりました】 

 

 

 

 

 

 

◇青戸慶太会員 ◇碓井美枝子会員 ◇宇津木茂夫会員  

◇円城寺広明会員 ◇大石佳会員 ◇梶俊夫会員  

◇木村良三会員 ◇黒木啓太郎会員 ◇佐藤達弥会員 

◇森茂則会員 ◇森啓伊会員 ◇門間亜砂子会員  

◇山上剛史会員 ◇山下俊也会員 ◇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 メッセージ】 宇津木 茂夫 委員長 

◇梅澤馨会員【蓬田年度祝い】 

◇親松明会員【蓬田会長１年間身体に気を付けて下さい】 

◇鈴木憲治会員【新年度頑張りましょう】 

◇鈴木豊成会員【会長・幹事さん１年間宜しく】 

◇宇津木茂夫会員 ◇大野勉会員 ◇木村良三会員 

          ご協力有難うございました。 

【米山記念奨学委員会 メッセージ】   梅澤 馨 委員長 

◇親松明会員【蓬田会長１年間身体に気を付けて下さい】 

◇鈴木憲治会員【新年度頑張りましょう】 

◇梅澤馨会員【蓬田年度を祝い】 

◇宇津木茂夫会員 ◇大野勉会員 ◇鈴木昭弘会員 

ご協力有難うございました。 

【プログラム委員会】            碓井 美枝子 委員長 

今年度はコロナウィルスの影響で、プログラム 

変更が多いと思いますのでご了承ください。 

７月、次週は５大奉仕委員長の就任挨拶、 

３週目は変更で、山上会員の知人で医療法 

人アイクリニックの院長先生の卓話となります。 

多数のご出席をお願い致します。 

今年度１年間どうぞ宜しくお願いいたします。 

【雑誌広報委員会】              鈴木 憲治 委員長 

Rの友７月号、横書きは全世界一緒のその地 

区の言葉での内容です。１ページ、RI会長の 

若々しい姿が載っております。21ページ、32 

地区のガバナーのプロフィールが出ており、 

女性ガバナーが２名います。日本は 34地区 

です。26ページ、当地区のガバナーです。 

また、日本のロータリーが 100年経つのでそのことが出ています。 

70ページにタイペイを楽しもう、とのことで来年 6月に国際大会

があり、私は参加いたします。 

今年１年いろいろな情報をお伝えしていきたいと思いますので、

どうぞ宜しくお願いいたします。 

【親睦委員会】                 青戸 慶太 委員長 

８月２１日の納涼会はコロナ感染の終息がみえないことから、本日 

の理事役員会でも安全を考え中止ということになりました。当日は

昼間に通常の例会をする予定です。12月の親睦行事についても

様子をみながら、早めに決めたいと思います。この一年間は変更

が多いと思いますが、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

   
 円城寺広明 出席委員長   雪井洋子 ニコニコ副委員長 

   
宇津木茂夫 R 財団委員長  梅澤馨米山記念奨学委員長 



【会計報告】                 会計 中山 隆弘会員 

2019-20年度の会計監査の報告。 

一般会計で、収入が予算より減額の分は会員 

数が３３名の予定だったが実際は３１名だった 

こと、４月～６月分は休会に伴い、減額となった 

ことになります。 

【会長就任あいさつ】             蓬田 忠 会長 

活動計画書に会長方針を載せてありますので、それで挨拶に替

えさせていただくつもりです。あとで、お目通しください。あまり堅

苦しくない例会の中身を作っていきたいと思います。各委員会の

方々にご協力を頂き、一年間をやっていきたいと思っています。

今年は PETS がなかった替わりに７月２８日に勉強会があり、行っ

て参ります。またご報告をいたします。来週には会長幹事会があり、

それもご報告します。役員の皆さま、ご協力を賜ってやっていきた

いと思います。どうぞ宜しくお願いいたします。 

【四つのテスト】                宇津木 茂夫会員 

【閉 会 点 鐘】                     蓬田 忠 会長 

【会報委員会】                 鈴木 眞一 委員長

◇文責：大石 佳 委員  ◇写真：森 茂則 委員 

フェイスシールド・その他 寄贈 

 

 

６月３０日（火）、親松会長、

宇津木幹事、鈴木憲治会員、花

輪会員の４名で、フェイスシールド

他を社会奉仕活動の一環として、

新百合ヶ丘総合病院へ寄贈のた

めお届けしました。これは、地区よ

り無償提供された分と鈴木憲治

会員提供の分とを合わせて、フェイ

スシールド 480 セット、防護服 30

セット、靴カバー30 セットです。 

         防 護

服            30 セット 

         靴 カ バ

ー           30 セット 

 

 

〈左〉親松会長、〈右〉笹井仁一院長 

 

 

 

 

2020-21 年度 初例会 7 月 3 日 

         靴カバー           30

セット 

   

          

 

 

理事・役員会 

 

 

国歌斉唱 

 


