
第１３１６回例会 ８月２１日（金）通常例会（納涼会中止）   ホテルモリノ  

第１３１７回例会 ８月２８日（金）Ｇ補佐来訪、クラブ協議会  ホテルモリノ 

第１３１８回例会 ９月 ４日（金）委員長会議報告          ホテルモリノ 

 

 

【開会点鐘】 蓬田 忠 会長 【S.A.A.】黒木 啓太郎 委員 

【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』 

【ゲスト・ビジター紹介】         蓬田 忠 会長 

◆赤本 昌応 様 （川崎百合丘ＲＣ 会長） 

◆平岡 勉 様  （川崎百合丘ＲＣ 幹事） 

◆岡部 郁夫 様 （神奈川県麻生警察署 署長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今月の誕生日・記念日】        青戸 慶太 親睦委員長 

〈会員〉 鈴木眞一会員(1日)、梶俊夫会員(6日)、宇津木茂夫 

会員(15日)、松浦健太郎会員(22日) 、山上剛史会員(23日) 

〈奥様〉 鈴木憲治会員夫人 禮子様、 

〈結婚記念日〉 中山隆弘会員、黒木啓太郎会員、 

円城寺広明会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第２回理事・役員会報告】           蓬田 忠 会長 

１． 他地区災害支援義援金について           【承認】 

義援金徴収方法の変更（地区依頼）【変更前】災害発

生都度⇒【変更後】年初に１度  

※8月21日より徴収 会員１名￥2,000（領収証発行） 

２．会報制作業務委託契約更新について         【承認】  

令和元年8月31日で契約が満了となっているため、2019-

20年度と2020-21年度の契約更新を行いたい。 

３．川崎西RC青少年交換留学生支援金について    【承認】 

会員1名￥1,000徴収（領収証発行） 

【会長報告】       蓬田 忠 会長 

１．８月のＲIレート １ドル＝１０５円 

２．国際ロータリー日本事務局より、 

在宅勤務のお知らせ。 

期間：７月２０日(月）～８月３１日(月） 連絡方法：メールかFAX 

３．ガバナー事務所より、 

〇日本のロータリー100周年記念切手発行のお知らせ。 

発行日：9月 18日（金） 84円切手 １シート 840円 

〇８月「会員増強月間」のリソースが届く。 

〇２０２２年規定審議会への制定案、2021 年決議審議会へ

の決議案提出依頼が届く。 

〇クラブ青少年奉仕委員長会議開催の案内。 

８月２４日(月)15:00～17:00 ※木村委員長 オンライン参加 

 

 

 

 

 

 

［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 1315 回 例会記録 2020 年 8 月 7 日（金） S.A.A.委員長 中山 隆弘 

 

 

 

   
赤本 昌応 様       平岡 勉 様 

【赤本昌応様ご挨拶】 本日は平岡幹事と一緒に訪問させて頂きま

した。私は２０１２年１２月２日に入会しました。クラブでは一昨年頃か

ら親睦のための夜会を行っておりますが、今年はコロナの影響で難し

くなっております。両クラブは会場も事務局も同じ場所で、親近感を

覚えます。麻生ＲＣとは情報を共有しながら良いクラブ運営ができれ

ば、と思っております。どうぞ一年間宜しくお願いいたします。 

【代表して 梶俊夫会員コメント】 今日は、残

念ながら一日ずれているので当日賞にはなり

ませんでした。これからも何年かはわかりませ

んが、皆さんと共に歩んでいきたいと思います

ので宜しくお願いいたします。 

今月、記念日を迎える会員 

 



〇クラブ米山記念奨学委員長会議開催の案内。 

9月 4日（金） 15:00～17:00 ソシア 21 

４．Ｒ財団より確定申告用寄附金領収証が届く。 

５．『ロ―タリーの友』より「新型コロナの影響に関するアンケー

トのお願い」が届く。※事務局にて回答済み 

６．第３Ｇ三富ガバナー補佐より、川崎西ＲＣ青少年交換留学

生支援のお知らせ。各クラブ１人１０００円×会員数 ８月末期限 

７．川崎高津ＲＣより、第３Ｇ人頭分担金のお知らせ。 

１クラブ一律 20,000円  ※ 8月 6日（木）振込済み 

８．川崎西ＲＣより、第２回会長・幹事会のお知らせ。 

9月 9日（水） 18:00～ ホテルＫＳＰ 

【幹事報告】          川﨑 航 幹事 

★例会変更 

◎川崎西RC ◇8/14（金）休会   

◎川崎西北 RC ◇8/13（木）・◇8/20（木）休会 

◎川崎百合丘 RC ◇8/25（火）夜間移動例会（納涼会）の例

会のみ中止 ◇9/29（火）夜間移動例会⇒通常例会に変更 

◎川崎高津 RC ◇9/10（木）早朝例会⇒通常例会に変更 

◇9/17（木）通常例会⇒早朝例会に変更 

◎川崎中央ＲＣ ◎川崎大師ＲＣ ◎川崎マリーンＲＣ 

◎川崎北ＲＣ ◎川崎中ＲＣ ◎川崎とどろきＲＣ    

◎横浜あざみＲＣ ◎横浜南ＲＣ ◎横浜南央ＲＣ 

★会報着 

◎川崎北RC 第2896回6月24日～第2899回7月15日 

◎川崎中原RC 第1472回2月20日～第1482回7月2日 

※お知らせ 

 〇ガバナー補佐来訪とクラブ協議会の件 

8/28、G補佐来訪、クラブ協議会開催 13：45～15：00 

   役員はクラブ協議会へ必ず出席してください。 

 〇『タウンニュース』へ暑中見舞いの広告掲載 

【セミナー報告】        鈴木 憲治 雑誌・広報 委員長 

７月２８日(火)に、ソシア 21で行われた 

『ためになる魅力あるロータリーセミナー』 

に会長、増強委員長、私で行って参りま 

した。 これは５委員会共催ということで、 

15:00金子地区研修委員の開会の辞か 

ら始まり、出席者紹介、吉田ガバナーによる挨拶と地区方針、

そしてパネルディスカッションと続き 17:20に終了しました。 

クラブ会長からの質問では、当クラブの蓬田会長が指名され、

事前に用意されていたこともあり、よどみないスピーチをされま

した。本日、別にお配りした資料には、RI 会長テーマなどが載

っており、その意味などを知ることができると思います。それと、

ロータリーの現状やご自身のドイツにおける感想など、またロ

ータリーの新しいビジョンなどを述べています。資料の 11ペー

ジにある「ためになる魅力あるロータリー」の９項目は特にお読

み頂きたいと思います。それと「Rの友」もお読みください。 

【特殊詐欺の現状とお願い】 

麻生警察署 署長 岡部郁夫 様 

麻生管内の犯罪情勢ですが、犯罪認 

知件数は、昨年と比べると若干減ってお 

り、全般的には横ばいの状態です。 

窃盗などの一般の犯罪は比較的治安 

が保たれていますが、一方で特殊詐欺などの犯罪は非常に多

く発生しています。今日の時点で、麻生管内は４２件の発生で、

これは神奈川県下ワースト３位になっています。被害額はおよ

そ５５００万円、県全体では、２０億に達する額です。昨年の現

在と比べると 10億少ないのですが、まだまだ多いです。 

先月、警察署協議会という民間の委員の方々の集まりで、

特殊詐欺についての警察の取り組みを報告しました。そこで

委員の方々からのご提案、ご意見を頂きました。その中で、電

話を物理的に受けることが無いようにできた 

ら良いのではないかという意見がありました。 

県警の方でも留守電を推奨していますが、 

実際は電話を受けた高齢者の方々は犯人 

の言うことを信じ切ってしまい、警察官の説得も信じず、しばら

く経ってからやっと騙されていたことに気づくことになります。 

ですので、一例として電話機に録音機能をつけ、犯人側に

も録音していることが分かるようにすると、犯人が電話を切る、

ということになります。 

生活安全課を中心に検討を進め、性能の高い迷惑電話防

止機能付きの機器を購入する方向で話を進めていけたらと思

います。麻生区内の高齢者が被害に遭わないためにも、各団

体でこのような主旨に賛同して頂いて、機器を購入して頂き、

警察署へ寄贈という形で預けていただければ、署の方で対処

いたします。ご検討頂きたく、どうぞ宜しくお願いいたします。 

【増強委員会】         門間 亜砂子 委員長 

7月 28日のセミナーの内容は、先ほど鈴木憲治会員がご報告

されましたが、今後増強も引き続き頑張っていきたいと思いま

す。その前提として退会者をなくすことだと思い、そのためにも

居心地の良いクラブを作れたらと考えます。どうぞご協力のほ

どよろしくお願いいたします。 

【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 

1315回 31 24 7  77.4％ 

1314回 31 23 8 4 87.1％ 

1313回 31 22 9 1 74.2％ 

 

 

 

 

 

 

 

     
 円城寺広明 出席委員長  森啓伊 ニコニコ委員長 

先月、警察署協議会という民間の委員の方々の集まりで、

特殊詐欺についての警察の取り組みを報告しました。そこで

委員の方々からのご提案、ご意見を頂きました。その中で、 

電話を物理的に受けることが無いようにで 

きたら良いのではないかという意見があり 

ました。県警の方でも留守電を推奨していま 

すが、実際は電話を受けた高齢者の方々は犯 

人の言うことを信じ切ってしまい、警察官の説得も信じず、しば

らく経ってからやっと騙されていたことに気づくことになります。 

 

 



【各委員会寄付】             

委員会 第 1315回(件数) 合 計 

ニコニコ委員会 24件 ￥26,000 

ロータリー財団委員会    3件 ￥26,000 

米山記念奨学委員会    5件 ￥47,000 

【ニコニコ委員会 メッセージ】      森 啓伊 委員長 

●お客様 
◇川崎百合丘 RC 会長 赤本昌応 様、幹事 平岡勉 様 

【本日は表敬訪問でおじゃましております。ゆっくりさせて頂

きます。よろしくお願いいたします。】 

●会員 

◇蓬田忠会長【赤本会長 平岡幹事 1年間宜しくお願いします】 

◇川﨑航幹事【熱中症に気を付けましょう】 

◇鈴木昭弘会員【百合丘・赤本会長 平岡幹事ようこそ！】 

◇鈴木憲治会員【家内に誕生日のお花有難うございました。

暑くなりました。暑中お見舞申し上げます】 

◇青戸慶太会員 ◇碓井美枝子会員 ◇宇津木茂夫会員 

◇梅澤馨会員 ◇円城寺広明会員 ◇親松明会員 

◇梶俊夫会員 ◇木村良三会員 ◇黒木啓太郎会員 

◇佐藤達弥会員 ◇鈴木豊成会員 ◇長瀬敏之会員 

◇花輪孝一会員 ◇森茂則会員 ◇森啓伊会員 

◇門間亜砂子会員 ◇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 

◇鈴木憲治会員 

【家内にお誕生日のお花有難うございました】 

◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 

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 

◇蓬田忠会員 

【コロナまだまだ大変です。気を付けましょう】 

◇鈴木憲治会員 

【家内にお誕生日のお花有難うございました】 

◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 

◇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  

◎今月のプログラム 

次週14日はお盆休みで休会。 

第３週の21日は、納涼会が中止で通常の例会です。 

第４週の28日は、ガバナー補佐を迎えてクラブ協議会です。 

各委員の皆さま、ご出席をお願いいたします。 

 

【四つのテスト】                  黒木 啓太郎 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：佐藤 達弥 委員 ◇写真：門間 亜砂子 委員 
     

宇津木茂夫 R 財団委員長   梅澤馨 米山記念奨学委員長 

     
碓井美枝子 プログラム委員長  黒木啓太郎 S.A.A.委員 

残暑お見舞い申し上げます 


