
第１３２６回例会１１月 ６日（金）定例理事会・Ｒ財団卓話、他   ホテルモリノ  

第１３２７回例会１１月１３日（金）米山奨学生 徐
じ ょ

 菁一
せいいち

さん卓話  ホテルモリノ 

第１３２８回例会１１月２０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.】 木村良三 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 

◆三浦 みさき様 （例会ご見学者）⇒ 

 

【会長報告】        蓬田 忠 会長 

１．ガバナー事務所より、 

〇2021 年国際大会（台北）の旅行プランと地区ナイトの

案内が届く。 

〇米山奨学生のためのオンライン・オリエンテーション開

催の案内。 リハーサル：１０月３０日（金）18:00～ 

オリエンテーション１１月４日（土）14:00～ 

〇『世界ポリオデー』のリソースが届く。 

２．地区Ｒ財団補助金委員会 鈴木委員長より、11 月 6 日

の卓話者確定のお知らせが届く。 

・卓話者   ：朝倉春菜（アサクラ ハルナ）様  

・卓話内容  ：学友について、現在の活動について 

・年度・留学先：2015-16年度 オーストリア プライナー音楽院 

・選考、クラブ ：声楽（オペラ） 横浜旭ＲＣ選出 

・同行者    ：鈴木正紀委員長 

３．麻生観光協会より、写真コンクール実施のお知らせ。 

※詳細は卓上資料のチラシをご覧ください。 

４．横浜市営地下鉄 3号線期成同盟会より、『メトロの風ニュ

ース』が届く。棚に入れましたのでお持ち帰り下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【幹事報告】                      川﨑 航 幹事 

★例会変更 

◎川崎中央ＲＣ ◎横浜あざみＲＣ 

★会報着 

○川崎北ＲＣ 第 2900回（7 /22）～第 2903回（9/30） 

○川崎中原ＲＣ 第 1483回（7/16）～第 1488回（10/1） 

○川崎とどろきＲＣ 第973回（7/6）～第980回（9/28） 

※先週の清掃活動がタウンニュースに掲載されています。 

※モリノのプレオープンの申し込みが本日までです。 

【出席委員会】          圓城寺 広明 委員長 

例会 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1326回 32 24 8  75.0％ 

1325回 32 20 12 1 65.6％ 

1324回 32 24 8 2 81.3％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
［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 1325 回 例会記録 2020 年 10 月 23 日（金） S.A.A.委員長 中山 隆弘 

 

  

 

蓬田 忠 会長             川﨑 航 幹事 

    
圓城寺 広明 出席委員長      森 啓伊 ニコニコ委員長 



【各委員会寄付】             

委員会 第 1325回(件数) 合 計 

ニコニコ委員会    21件 ￥21000 

【ニコニコ委員会 メッセージ】      森 啓伊 委員長 

◇蓬田忠会長【三浦みさき様ようこそいらっしゃいました。 

入会楽しみにしております】 

◇川﨑航幹事【宇津木委員長 本日宜しくお願い致します】 

◇鈴木憲治会員【さむくなりました。体調管理にご注意を！】 

◇宇都木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 ◇円城寺広明会員 

◇大野勉会員 ◇親松明会員 ◇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 ◇長瀬敏之会員 

◇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。 

【プログラム委員会】            佐藤 忠博 副委員長 

11月はロータリー財団月間です。 

次回(６日)1326回例会は指名委員 

会の発表と定例理事会。 

２週(13日)1327回は米山奨学生 

     徐
じょ

 菁一
せいいち

さんの卓話 

３週(20日)1328回は委員長会議報告【ホテルモリノ】 

４週(27日)1329回は夜会【あさおガーデン】 

※2021年国際大会について          親松 明 会員  

毎回お話いたしますが、来年６月 

12日、台北で国際大会が開かれま 

す。ぜひ参加をお願いしたいので 

すが、本日で締め切りです。現状 

では今５名の参加です。 

百合丘RC(３名参加)と合わせて10名を見込んでおりま

すので、ぜひあと２名お願いいたします。 

【第 2590 地区ロータリー財団 セミナー報告】    

宇都木 茂夫 ロータリー財団委員長 

10月7日にホテルプラムで行われた、地区のR財団セミナーに

出席してまいりました。 
 

寄付された資金（3年間運用されて、3年後に使用される） 

★地区財団活動資金（DDF）に５０％使用 

地区補助金（DG） ■地区の裁量に任されている（申請期 

間が定められている） ■補助金を使用する条件 １．財団

補助金管理セミナー（12月）への出席 ２．年次基金寄付へ

の参加 ３．MOU(覚書の締結）・・・義務や権利 

【2020-2021年度予算配分】 

・クラブ奉仕へ（21 クラブ）  ・地区奨学生へ（2名）  

・新型コロナ対策として（医療機関へフェイスシールド贈呈)   

 

 

 

 

 

 

 

 ⇒地区の書類及び財務審査が有る。⇒R財団の監査に協力 

グローバル補助金（GG)  ロータリー財団の承認が必要

（申請は通年で申請可能） ●重点分野に関する国際プロ

ジェクト ●異なる国にある二つの提唱者の関与が必要  

●長期的で持続・測定可能な成果を与える（補助金を使い

切った後も、効果が持続。プロジェクトの開始前後で得られ

た成果を検証し、具体的データと共に報告できるか） 

「６つ（次年度から７つ）の重点分野」 

❶平和と紛争防止／紛争解決 ❷疫病予防と治療 ❸水と衛

星 ❹母子と健康 ❺基本的教育と識字率向上 ❻経済と地

域社会の発展 ❼環境の保全（2021.7.1から） 

⇒地区の書類及び財務審査が有る。⇒R財団の監査に協力 
 

★国際財団活動資金（WF)に５０％ 

国際財団のプロジェクトなど。 

地区のグローバル補助金へも拠出される。 

（国際財団⇒地区に戻るイメージ） 

※ポリオについて 

現在ポリオはアフガニスタンとパキスタンを除いて撲滅されて

いる。ポリオはワクチンが有効な予防手段。しかし紛争や宗教

によってワクチン接種ができない地域が現在残っている。 
 

ロータリーの奨学生・留学生 

◆地区奨学生 ロータリーを通じて国際親善に貢献 対象：４

年生大学の 2年以上終了（専攻は自由・1年）【ロータリー財

団寄付金 地区補助金】 

◆グローバル奨学生 重点分野で活躍する未来のリーダー 

の育成 対象：４年生大学終了（専攻は重点分野・1～4年）

【ロータリー財団寄付金 地区補助金】 

◆ロータリー平和フェロー 各国政府や国際機関など平和構

築の人材 ロータリー平和センターで学ぶ学生 提携大学 7

か国 8つの大学（日本、国際基督大学）【R財団寄付金】 

◆青少年交換学生 青少年奉仕委員会（高校生）【地区分担

金（会費の中から納付）】 

◆米山記念奨学生 日本との懸け橋となる人材を支援【ロー

タリー米山奨学金の寄付金】 
 

【四つのテスト】               宇都木 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：長瀬 敏之委員  ◇写真：佐藤 達弥 委員 

 

 

 

  
ロータリーHPより流用 


