
   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 

   第１３２０回例会 ９月１８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.】 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『四つのテスト』 

【ゲスト・ビジター紹介】         蓬田 忠 会長 

◆三富 末雄 第３グループガバナー補佐（川崎高津 RC）  

 

 

 

 

 

【会長報告】       蓬田 忠 会長 

１． ガバナー事務所より、新型コロナウィル 

ス関連活動支援のための『災害救援 

補助金』プロジェクト募集要項の案内。 

・参加条件：２０１９年１２月１２日実施 

の R財団補助金管理セミナーに出席したクラブ 

・申請は 1クラブにつき 1プロジェクト 補助金上限１００万円 

・申請期間：9月 10日～11月 10日まで 

・実施期間：R財団承認後～2021年 6月 30日まで 

２．横浜東ロータアクトクラブより、9月第 1例会の案内。 

9月 2日（水） 20:00～21:30 オンライン 

３．“社会を明るくする運動”推進委員会より、少年サッカー教

室中止のお知らせが届く。 

その他：８月２６日（水）に麻生警察署で行われた麻生９団体に

よる「迷惑電話防止機器寄贈」の式へ参加しました。 

※写真等、末尾別枠内に記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【幹事報告】         川﨑 航 幹事 

★例会変更 

◎川崎大師ＲＣ ◎横浜あざみＲＣ 

◎川崎中ＲＣ ◎川崎とどろきＲＣ 

※松浦新会員のロースター用写真が用意 

されています。受取ってロースターに貼ってください。 

【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 

1317回 32 24 8  75.0％ 

1316回 31 22 9 1 74.2％ 

1315回 31 24 7 3 87.1％ 

【各委員会寄付】  

委員会 第 1317回(件数) 合 計 

ニコニコ委員会    23件 ￥25,000 

ロータリー財団委員会 2件 ￥8,000 

米山記念奨学委員会 3件 ￥10,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
［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 1317 回 例会記録 2020 年 8 月 28 日（金） S.A.A.委員長 中山 隆弘 

 

 

 

 

 

   

【ご挨拶】 毎日暑い日が続きます

が、お気をつけてお過ごしください。

本日はクラブ協議会のために出席

いたしました。皆さんの活発なご意

見を伺いたいと思います。宜しくお

願いいたします。 

円城寺出席委員長   森啓伊ニコニコ委員長  宇津木 R財団委員長 



【ニコニコ委員会 メッセージ】      森 啓伊 委員長 

●お客様 

◇三富末雄 第３Gガバナー補佐（川崎高津RC）  

【クラブ協議会出席の為伺いました。宜しくお願いします】 

●会員 

◇蓬田忠会長【三富ガバナー補佐 暑いところご苦労さまです】 

◇川﨑航幹事【三富ガバナー補佐 本日宜しくお願い致します】 

◇碓井美枝子会員【佐々木さん退院しました。毎日自宅でリハ 

ビリして元気になっています。皆様に宜しくとの事です】 

◇大野勉会員【三富ガバナー補佐暑い中宜しくお願いします】 

◇梶俊夫会員【暑いですネ】 

◇志村幸男会員【三富ガバナー補佐暑いところご苦労さまです】 

◇鈴木憲治会員【夏風邪に気を付けましょう！】 

◇青戸慶太会員 ◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 

◇円城寺広明会員 ◇親松明会員 ◇黒木啓太郎会員 

◇佐藤達弥会員 ◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木豊成会員 

◇長瀬敏之会員 ◇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 

◇大野勉会員 ◇親松明会員 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 会長 

【三富ガバナー補佐 本日は宜しく 

お願いいたします】 

◇大野勉会員 

【24日(月)米山梅吉記念館訪問しま 

したが休館でした。桜屋のうなぎ食べて来ました】 

◇親松明会員            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 

９月のプログラム 

４日：青少年委員長会議報告（ホテルモリノ） 

11日：ガバナー公式訪問（ホテルモリノ） 

18日：米山委員長会議報告（ホテルモリノ） 

25日：山上会員卓話（琴平会館） 

【前年度出席委員会】     門間 亜砂子 前年度委員長 

前回お渡し出来なかった前年度出席率 100パーセントの大野

勉会員へ記念バッジ贈呈。 

 

 

 

 

 

 

【四つのテスト】               門間 亜砂子 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 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

  

迷惑電話防止機器 110 台寄贈（読売新聞より抜粋） 

川崎市麻生区の９団体は 26日、降り込め詐欺などを未然に防

ぐための機器 110台を、区振り込め詐欺等対策協議会へ寄贈 

した。高齢者宅に貸し出される予定。区内

では今年に入ってから高齢者を狙った特

殊詐欺が急増しており、関係団体へ働き

かけていた。自動で電話対応するため、

犯人への警告として効果があるという。 

←目録を手に岡部所長、左から二人目蓬田会長 

〈麻生警察署にて〉       写真撮影：事務局 

出席者 

❖第 2590地区 第三グループガバナー補佐 三富末雄 様 

当クラブ（敬称略） 

❖会長：蓬田忠 ❖幹事：川﨑航 ❖クラブ奉仕委員長：鈴木昭弘 

❖会場監督委員長代理・職業奉仕委員長：佐藤達弥（兼任）  

❖雑誌広報委員長：鈴木憲治 ❖会員増強委員長：門間亜砂子 

❖会員選考委員長：鈴木豊成 ❖副幹事・出席委員長：圓城寺広明 

❖親睦活動委員長：青戸慶太 ❖プログラム委員長：碓井美枝子 

❖研修委員長：大野勉 ❖クラブ会報副委員長：森茂則  

❖社会奉仕委員長：志村幸男 ❖国際奉仕委員長・青少年奉仕

委員長代理：黒木啓太郎（兼任） ❖R財団委員長：宇津木茂夫 

❖副会長・米山記念奨学委員長：梅澤馨（兼任）  

 

 

2020 クラブ協議会 


