
第１３３１回例会 １２月１１日（金）幹事の日    ホテルモリノ 

第１３３２回例会 １２月１８日（金）特別昼食例会  ホテルモリノ 

第１３３３回例会  １月 ８日（金）新年例会    とん鈴 

 

 

【開会点鐘】 蓬田 忠 会長   【S.A.A.】 鈴木 昭弘 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 

◆碓井美枝子会員ご友人  

佐々木 智美様➡ 

◆米山奨学生 徐
じ ょ

 菁一
せいいち

 さん 

 

 

 

 

 

 

 

【今月の誕生日・記念日】        青戸 慶太 親睦委員長 

〈奥様〉 木村 良三 会員夫人 友美子様、 

梶 俊夫 会員夫人 昭子様、 

〈結婚記念日〉山下 俊也 会員、門間 亜砂子 会員 

【代表して門間 亜砂子 会員コメント】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第６回理事・役員会報告】           蓬田 忠 会長 

１．11月27日歓迎会収支報告〈青戸親睦活動委員長より〉 【承認】 

２．令和3年1月8日（金） 新年例会について  

〈川﨑幹事より〉  予定通り『とん鈴』で開催     【承認】 

３．令和3年1月22日（金） 職場訪問について 

〈佐藤達弥職業奉仕委員長より〉コロナの為、卓話に切り

替えて開催。1/22例会場モリノがキャンセル待ちの為

1/15に変更も視野に入れる。             【承認】 

４．12月18日（金）夜間例会について 〈川﨑幹事より〉 

昼例会に変更、スペシャルランチ アルコール無し。【承認】 

【会長報告】                      蓬田 忠 会長 

１．１２月のＲIレート １ドル＝１０５円 

２．ガバナー事務所より、12月 5日（土）『米山奨学生を囲

む集い』の直前案内が届く。 

３．川崎・しんゆり芸術祭実行委員会より、 

第 2回実行委員会開催のご案内が届く。 

12/17（木） 18:3～ 麻生区役所 4階 1会議室 

４．令和 3年麻生地区消防出初式のお知らせ。 

1月 8日（金） 表彰式のみ開催  ＊一般の方の参加は

ご遠慮下さい。 

 

 

 

 

 

 

［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 1330 回 例会記録 2020 年 12 月 4 日（金） S.A.A.委員長 中山 隆弘 

 

 

「今月、１６年目の結婚記念日を迎えま

す。今は世間が混乱しているので、普

通の生活を過ごせることに感謝したい

と思います。」 

 

 

蓬田会長より 

奨学金を受ける 

徐菁一さん 

今月、記念日を迎える会員 

 



【幹事報告】                      川﨑 航 幹事 

★例会変更 

◎川崎百合丘RC  

◇12/22（火） 親睦クリスマス家族会（夜会）⇒年末忘年

例会に変更 スペシャルランチ付き  12:30点鐘  

◇1/5（火） 夜間移動例会（新年会）⇒新年例会～特別

昼食付きに変更  12:30点鐘  

◇1/19（火）職場訪問（移動例会）⇒通常例会に変更              

◎川崎北ＲＣ ◎川崎宮前ＲＣ ◎川崎大師ＲＣ  

◎横浜南央ＲＣ 

※ご報告：重複しますが、18日のクリスマス例会は、通常の

昼例会となります。食事はクリスマスの食事とケーキでお

楽しみください。来年の新年例会は「とん鈴」で夜会です

が、時間短縮で考えております。 

【出席委員会】     鈴木 昭弘 クラブ奉仕委員長 

例会 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1330回 33 27 6  81.8％ 

1329回 33 23 10 0 60.6％ 

1328回 33 20 13 2 60.6％ 

【各委員会寄付】             

委員会 第 1330回(件数) 合 計 

ニコニコ委員会 22件 ￥22,000 

ロータリー財団委員会 6件 ￥39,000 

米山記念奨学委員会 6件 ￥53,000 

【ニコニコ委員会 メッセージ】      森 啓伊 委員長 

◇川﨑航幹事【先週は夜会例会お疲れさまでした。久しぶりの

親睦で楽しかったです】 

◇梶俊夫会員【鈴木憲治さん 米山納豆沢山注文ありがとう】 

◇鈴木憲治会員【寒くなりました。コロナ第3波に注意しましょう】 

◇青戸慶太会員 ◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 

◇大石佳会員 ◇大野勉会員 ◇親松明会員 

◇木村良三会員 ◇黒木啓太郎会員 ◇佐々木範行会員 

◇佐藤達弥会員 ◇鈴木昭弘会員 ◇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 ◇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【ロータリー財団月間終わりました。 

続けて寄付お願いします】 

◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 ◇親松明会員  

◇佐々木範行会員 ◇志村幸男会員 

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 

◇鈴木憲治会員【本格的に寒くなりました】 

◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員  

◇親松明会員 ◇佐々木範行会員  

◇鈴木昭弘会員 

ご協力有難うございました。 

【雑誌広報委員会】              鈴木 憲治 委員長 

「ロータリーの友」12 月号より。横書の方

は、来年 6月に台北で行われる国際大会

の記事、また“クラブの今後“ということで

コロナウィルス感染症の影響についての

アンケートが載っています。 

縦書の方は日本独自の取材による記事で、使われなくなった

救急車をアフリカへ寄贈、などの記事が載っています。どうぞ

お読みください。 

【年 次 総 会 】  
●蓬田忠会長より、年次総会開催宣言。クラブ定款・細則

に基づき、会員総数の３分の１をもって定足数とし、その

過半数をもって議決する旨発表。 

●川崎航幹事より、本日の出席状況を発表。会員総数：３３

名 出席者：２７名 委任状提出者：５名 合計：３２名 

【年次総会成立→議案審議・選挙】 

●親松指名委員長より 次年度役員・理事候補者を発表 

（11月第一週に「さらし」を出し、1か月の猶予をもちました。） 

●賛成は挙手をもって採決→賛成過半数につき、可決。 

「年次総会」閉会 ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【四つのテスト】                     大石 佳 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：長瀬 敏之 委員 

 

 

 

❖会長：鈴木昭弘 ❖幹事：圓城寺広明   

❖会長エレクト（クラブ奉仕）：森啓伊  

❖副会長：鈴木豊成 ❖副幹事：木村良三  

❖会計：花輪孝一 ❖会場監督：宇津木茂夫  

❖理事（社会奉仕）：佐藤達弥 ❖理事（職業奉仕）：

中山隆弘 ❖理事（国際奉仕）：黒木啓太郎  

❖理事（青少年奉仕）：門間亜砂子 ❖理事：蓬田忠 
 

〈敬称略〉 
 


