
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 

第１３２９回例会１１月２７日（金）夜 会            麻生ガーデン 

 

 

【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 

◆鈴木 正紀様 地区補助金委員会委員長（川崎鷺沼ＲＣ） 

◆朝倉 春奈様 地区補助金奨学生 

◆清家 麻紀様 （川崎百合丘ＲＣ） 

◆本日ご入会 栗田 将弥様 ⇒ 

◆米山奨学生 徐
じ ょ

 菁一
せいいち

 さん 

【栗田 将弥様 入会式】 

紹介者：円城寺広明会員、鈴木昭弘会員 

円城寺会員コメント「今日入会

される栗田将弥さんは、新百合ヶ

丘マプレにある『焼き肉レンガ』を

経営されて 20 年になります。。美

味しくリーズナブルで落ち着いた

お店です。他にもお店を経営され

ており、皆さんご利用ください。」 

 

 

 

 

 

 

 
 

栗田将弥様コメント「ロータリーのことは何も分かりませんが、

ご迷惑をかけないように致します。どうぞ宜しくお願い致します」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今月の誕生日・記念日】        青戸 慶太 親睦委員長 

〈奥様〉大野勉会員夫人 順子様、 梅澤馨会員夫人 恵子様 

鈴木眞一会員夫人 知佐子様、 

〈結婚記念日〉青戸慶太会員、長瀬敏之会員、花輪孝一会員、 

山上剛史会員、森茂則会員 

【代表して梅澤馨会員コメント】 

 

 

【第５回理事・役員会報告】           蓬田 忠 会長 

１．2021-2022年度 理事・役員について  

親松指名委員長より 理事・役員候補者を発表  【承認】 

２．新型コロナ関連活動支援応募について      【承認】 

３．2022年規定審議会 制定案承認について     【承認】 

※報告 11月4日（水）ホテルモリノプレオープンに12名で

参加、お祝いとして￥20,000持参 

【会長報告】                      蓬田 忠 会長 

１．11月の RIレート １ドル＝１０４円 

２．ガバナー事務所より 

 

 

 

 

 

 
［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 132６回 例会記録 2020 年 11 月６日（金） S.A.A.委員長 中山 隆弘 

 

「家内の誕生日ですが、今年から年金が

もらえると喜んでいました。これからもよろ

しくお願いいたします。」 

 

   

 

  
会長よりロータリーバッジ装着 

奨学金を受ける徐菁一さん         記念日を迎えた会員   



〇2022 年規定審議会 制定案 承認手続きへの協力お願が届く。 

 ・横浜東ＲＣより提出の制定案 

 ・第 6 条 役員 事務総長の選挙と任期     事務総長は再選

されることができる。⇒ 事務総長の再選は、一回限りとする。 

〇第 37回Ｒ青少年指導者養成セミナー（RYLA）の案内が届く。 

2021 年５月１５日(土)～１６日(日) １泊２日  高尾の森わくわ

くビレッジ   2021年 3月 15日締め切 

〇2021-22年度Ｒ財団奨学生募集のご案内。 

クラブ受付：2020年 11月 1日～2021年 1月 22日 

地区推薦締め切り：2021年 2月 19日 

ＨＰへの掲載：2020年 10月 30日予定 

〇『米山奨学生を囲む集い』開催のご案内。 

 12月 5日（土） 18:00～20:30 ホテルキャメロットジャパン 

〇Ｒ文庫のＨＰがロータリアン限定になったとのお知らせが届く。 

３．横浜南ＲＣより、『たばこの吸い殻拾い＆ウォーキング例会』の

案内。 11月 8日（日） 13:30～15:30  神奈川歯科大学 

【幹事報告】                      川﨑 航 幹事 

★例会変更 

◎川崎高津ＲＣ ◇11/ 5（木）通常例会 ホテルＫＳＰ 3Ｆ  

点鐘 12:30 ◇11/19（木）通常例会 ホテルＫＳＰ 1Ｆ 点鐘

12:30 ◇11/26（木）夜間例会 ホテルＫＳＰ 1Ｆ 点鐘 18:00 

◎川崎中央ＲＣ ◎川崎大師ＲＣ ◎新川崎ＲＣ 

◎川崎とどろきＲＣ ◎川崎中ＲＣ 

【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 

1326回 32 25 7  78.1％ 

1325回 32 24 8 0 75.0％ 

1324回 32 20 12 1 65.6％ 

【各委員会寄付】             

委員会 第 1326回(件数) 合 計 

ニコニコ委員会 22件 ￥24,000 

ロータリー財団委員会 7件 ￥47,200 

米山記念奨学委員会 4件 ￥40,000 

【ニコニコ委員会 メッセージ】      森 啓伊 委員長 

●お客様 

◇川崎鷺沼RC 地区R財団補助金委員長 

鈴木正紀様【本日は学友卓話アテンド 

で伺いました。また日頃よりR財団への 

ご理解、ご協力有難うございます】 

◇川崎百合丘RC 清家麻紀様 

【本年7月から川崎百合丘RCでお世話になっております。

本日はどうぞよろしくお願いいたします】 

●会員 ◇蓬田忠会長【鈴木委員長様、朝倉様 本日宜しく 

お願いいたします】 ◇川﨑航幹事、宇津木茂夫会員【同上】 

◇鈴木昭弘会員【栗田様入会おめでとうございます】 

◇青戸慶太会員 ◇梅澤馨会員 ◇大石佳会員 

◇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 ◇鈴木憲治会員 

◇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 ◇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 

◇蓬田忠会長、宇津木茂夫会員 

【鈴木委員長、朝倉様宜しくお願い致し 

ます】 ◇志村幸男会員【冷えてきました。 

インフルエンザの注射しました】 

◇鈴木昭弘会員、鈴木憲治会員 

【栗田さんの入会祝して！】 

◇梅澤馨会員 ◇鈴木豊成会員 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】 

        大石 佳 副委員長 

◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員  

◇鈴木憲治会員  ◇鈴木豊成会員  

         ご協力有難うございました。 

【親睦活動委員会】              青戸 慶太 委員長 

今月27日は夜間例会で、麻生ガーデンにて 

開催の予定です。当日の点鐘は18：00～、 

約30分後から懇親会の予定です。今回は、 

新会員の歓迎会とコロナの関係で延期にな 

っていた前会長・幹事のご苦労様会を兼ね 

ての開催です。会場は広く、窓を開けての開催予定です。当日体 

調の悪い方はご遠慮ください。会費 3000円 

【ロータリー財団月間卓話】 

 

 

 

 

 

 

【鈴木正則様 ご挨拶】 常日頃からロータリー財団に対するご 

協力を感謝いたします。また今年はグローバル補助金の森田

さんを選出いただき重ねて御礼を申し上げます。 

【朝倉春奈さんご紹介】2015-16年度の地区補助金奨学生とし

て横浜旭ロータリークラブより選出され、留学先はオーストリア

で声楽を選考されました。現在は地区 R財団の学友会の会長

として各地で講演を行い、後輩の教育にあたっておられます。 

【朝倉春奈様 ご挨拶】 本日は留学時代のことや現在の仕事

のこと、また今感じていることをお話させていただきます。 

ロータリーを知ったきっかけは、留学したいという気持ちでした

が、資金面でいろいろな方法を探した結果、大学の先輩から

    

 

 

 

 

地区補助金委員長 鈴木正紀様  地区補助金奨学生 朝倉春奈様  



のお話でロータリーの存在を知り、応募させて頂きました。 

私は横浜市出身で、現在も横浜に住んでおります。母親がピ

アノと声楽の先生でしたので、自然とピアノそして 16 歳から声

楽を始めるというスタートになりました。大学は東京藝術大学卒

業、大学院を終了し、大学院ではオペラを選考していました。 

その後、財団奨学生に応募し、ウィーンに留学して４年前に帰

国いたしました。帰国後は二期会に所属し、舞台でオペラやコ

ンサートに出演させていただいております。ですが、コロナ禍

で今は人前で歌っていない状況です。今は千葉にある中高一

貫校や東京にある学校で音楽や声楽を教えていますが、オン

ラインなどを含め、イレギュラーな形になっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーの奨学生として留学したことは、奨学金などの

お金だけでなくそれ以上のものを頂けたと皆さん実感し 

ております。 

今後何かこれからの

方々に役に立つよう

なことができればと

考えております。 

♪最後に「アメイジング 

グレイス」を歌って 

いただきました♪ 
 

【指名委員会】              親松 明 指名委員長 

次年度の理事・役員候補者が決まり承認をいただきました。

（詳細は次回記載） 

【雑誌広報委員会】              鈴木 憲治 委員長 

「ロータリーの友より」  11月は R財団月間です。ぜひ寄付を

お願い致します。〈ニュース〉再来年の RI会長にカナダから女

性の会長が出ることになりました。初めての女性会長です。 

【四つのテスト】鈴木 憲治 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：森 茂則 副委員長  ◇写真：佐藤 達弥 委員 

   

《財団奨学生としてのウィーン留学》 

 

 

 
こちらで試験やオーディションをしました 

クラスのメンバーと最後の公演で         声楽の先生と 

  

  

←ウィーンのRCの会長さんと ↓会員さん 

帰国後、他地区学友会と合同で合唱    学友会のチャリティコンサートで 

   

   

 

  

《学友会の活動》 

札幌でのごみ拾い 

 
卓話と美しい歌声を有難うございました。 


