
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 

第１３１９回例会 ９月１１日（金）ガバナー公式訪問      ホテルモリノ 

 

 

 

【開会点鐘】 蓬田 忠 会長   【S.A.A.】 志村 幸男 委員 

【例 会 場 】 ホテルモリノ 

【 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】         蓬田 忠 会長 

◆松浦 健太郎様（百合が丘すみれクリニック 院長） 

◆徐 菁一さん（米山奨学生） 

 

 

 

 

 

 

【松浦健太郎様の入会式】 

紹介者：山上剛史会員、鈴木憲治会員 

 

 

 

 

で、その後も年に数回はお会いしています。今回、山上会員との

関係で入会されると聞いて奇遇だとびっくりしました。」 

〈松浦健太郎様ご挨拶〉 「麻生区の細山で呼吸器内科や小

児科のクリニックを開業しております。平成９年に聖マリアンナ

医科大学を卒業し、血液内科などを経て、柿生病院に８年ほ

ど勤務しました。その後厚木の救急病院で勤務後、５年前に

開業しました。今回、仕事の関係で山上さんに紹介して頂き、

鈴木憲治さんとのご縁もあり入会することになりました。 

もともとが地域医療のために開業したので、これからも頑張りた

いと思います。皆さま、ご指導のほど、よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会長報告】                      蓬田 忠 会長 

１．国際ロータリー日本事務局より、森田 大さん（Ｒ財団グロ

ーバル奨学生）への奨学金振込案内が届く。 

振込日：8 月 12 日  振込金額：5,250,000 円  

２．ガバナー事務所より、 

〇青少年交換プログラムに関するアンケート調査の依頼。 

〇米山奨学生・学友夏季レクリエーション本年度中止のお知らせ。 

３．Ｒ財団学友会より、2019-20 年度近況報告書が届く。 

※森田大さんの掲載記事は、コピーを卓上資料でご案内。 

４．Ｒ米山記念奨学会より、“ハイライトよねやま”発行の案内。 

５．横浜東ロータアクトクラブより、8 月第 2 例会の案内。 

8 月 19 日（水） 20:00～21:30 オンライン 

６．川崎北ＲＣより、創立 60 周年記念誌が届く。 

７．第 3Ｇ三富ガバナー補佐より、青少年交換学生「ルイス君」

の支援金報告。 支援金総額：217,000 円 8/18 送金済み 

８．麻生区振り込め詐欺等対策協議会より、『麻生区関係 9 団

体による迷惑電話防止機器寄贈式』の案内。 

8/26（水）15:00～ 麻生警察署４階講堂 ※蓬田会長出席 

 

 

 

 

 

 

［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 1316 回 例会記録 2020 年 8 月 21 日（金） S.A.A.委員長 中山 隆弘 

  

 

〈右〉松浦 健太郎 様     奨学金を受取る 徐 菁一 さん 

鈴木憲治会員コメント「6月に皆さんにご紹

介し、新会員としてお迎えする松浦さんで

す。開業されているお医者様です。最初に

勤務された病院が私の関係する柿生病院

で、その後も年に数回はお会いしていま

す。今回、山上会員との関係で入会され

ると聞いて奇遇だとびっくりしました。 

 

 

  
↑会長より松浦新会員へ、 

ロータリーバッジを付ける 

新会員グッズ一式を受取る⇒   



【幹事報告】      川﨑 航 幹事 

★例会変更 

◎川崎宮前ＲＣ  

【8 月】【9 月】全て休会 

◎川崎ＲＣ 同上 

【お知らせ】 

〇地区義援金（￥2,000）と青少年交換学生支援金（￥1,000）

を徴収しております。 

〇クラブ協議会へご出席の方へ『進行表と座席表』を配布。 

 当日は活動計画書と一緒にお持ちください。 

〇例会終了後、クリスマス会について親睦委員の方々で話合

いがあるので、お集まりください。 

【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 

1316回 31 22 9  71.0％ 

1315回 31 24 7 3 87.1％ 

1314回 31 23 8 4 87.1％ 

【各委員会寄付】             

委員会 第 1316回(件数) 合 計 

ニコニコ委員会    19件 ￥19,000 

【ニコニコ委員会 メッセージ】      森 啓伊 委員長 

◇蓬田忠会長 

【熱中症・コロナ 本当に気を付けてお過ごしください】 

◇川﨑航幹事、◇鈴木憲治会員【残暑お見舞い申し上げます】 

◇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  

◇志村幸男会員 ◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木豊成会員  

◇中山隆弘会員 ◇長瀬敏之会員 ◇森茂則会員  

◇森啓伊会員       以上、ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

【前年度出席委員会】     門間 亜砂子 前年度委員長 

前年度出席率 100パーセントの会員発表・記念バッジ贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【国際奉仕委員会】        黒木 啓太郎 委員長 

今期はグローバル奨学生森田大さん 

のサポートをさせていただいており 

ます。彼は今リモートで授業を受け 

ている状態です。アメリカに渡れる 

ような状況になったら皆さんで送り 

出したいと思います。宜しくお願いします。（下記に近況報告） 

【米山奨学生 コメント】             徐 菁一 さん 

今コロナで世の中が大変ですが、私 

も家族に会えないし、仕事もできな 

い状態です。友達とも遊びに行けま 

せんが、みなさんから支えていただ 

き感謝しています。これからも皆さ 

んの期待に応えられるように努力したいと思います。 
 

【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：佐藤 達弥 委員  ◇写真：門間 亜砂子 委員 

 

     
円城寺広明 出席委員長   森啓伊 ニコニコ委員長 

    

  
・親松明会員〈29回目〉        ・鈴木憲治会員〈29回目〉 

 

      
・梅澤馨会員〈15回目〉 ・蓬田忠会員〈15回目〉 ・鈴木昭弘会員〈7回目〉 

 

・宇津木茂夫会員〈4回目〉 ・木村良三会員〈3回目〉 ・門間亜砂子会員〈2回目〉 

・ほかに大野勉会員〈14 回目〉……本日欠席 

 

 

 

 

 〈Ｒ財団学友会、2019-20年度近況報告書より〉 

グローバル奨学生 森田大さん 近況報告 

（米国 Johns Hopkins 大学講習衛生大学院進学予定） 

7/1 の授業開始に先立ち、オンライン入学式が行われまし

た。同級生たちが一同に会し、やっと留学する実感がわい

てきました。大学院の Program Director が「皆さんは世界

でも有数の公衆衛生大学院に選ばれたのだから、自信を

もってください。我々は”Saving Lives-Million at a Time”と

いう目標を実現できると信じている人達の集まりです。」と

激励してくれました。感染症により人々の生活が脅かされる

なか、公衆衛生学を学び社会に還元する重要性を再認識

し、身が引き締まる思いです。次回はアメリカからご報告で

きればと思っています。 


