
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 

第１３３４回例会 １月１５日（金）招聘卓話     ホテルモリノ 

 

 

 

【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 】 ロータリーソング『それでこそロータリー』 

【ゲスト・ビジター紹介】 なし  

【会長報告】                    蓬田 忠 会長 

１． 国際ロータリー日本事務局より、 

『在宅勤務』のお知らせ。 

2020年 12月 1日（火）から 

12月 28日（月）迄 

２．ガバナー事務所より、 

〇2023-2４年度 ガバナーノミニー候補者推薦依頼が届く。 

 提出期限 2021年 2月 3日（水） 

〇2019-20 年度 ロータリー青少年交換 派遣学生オン

ライン帰国報告会開催のご案内が届く。 

12月 19日（土） 14:00～16:15 オンライン 

３．川崎西ＲＣより、『創立 55 周年記念講演会』開催延期の

お知らせが届く。 

４．大村東ＲＣ パスト会員の山口
やまぐち

広
ひろ

勝
かつ

様が、3 月 24 日に

ご逝去されたと鈴木憲治会員より情報提供がございまし

た。心よりご冥福をお祈りいたします。 

５．比国（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ）育英会より、2019 年度事業報告とバギオ

基金への寄付お願いが届く。 

６．川崎青年会議所より、『新年のつどい』大幅縮小開催の

案内が届く。 

７．“社会を明るくする運動”麻生区推進委員会より、寄付金

依頼中止の連絡が届く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【幹事報告】                      川﨑 航 幹事 

★例会変更 

◎川崎西ＲＣ ❖12/18（金） 夜間例会を昼例会へ変更 

 ❖1/15（金） 夜間例会を昼例会へ変更 

◎川崎高津ＲＣ  

 ❖12/17（木）年末家族会中止 ⇒通常夜間例会へ変更 

◎川崎高津南ＲＣ ❖12/14（月）今年最終例会 18:30点鐘 

 ❖12/21（月） 親睦例会を取り消し 

◎川崎中央ＲＣ ◎川崎鷺沼ＲＣ ◎新川崎ＲＣ    

【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 

1331回 33 22 11  66.7％ 

1330回 33 27 6 1 84.8％ 

1329回 33 23 10 0 60.6％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
［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 1331 回 例会記録 2020 年 12 月 11 日（金） S.A.A.委員長 中山 隆弘 

 

 

 

鈴木明弘クラブ奉仕委員長      森啓伊ニコニコ委員長 
    



【各委員会寄付】             

委員会 第 1331回(件数) 合 計 

ニコニコ委員会 21件 ￥21,000 

米山記念奨学委員会 1件 ￥1,000 

【ニコニコ委員会 メッセージ】      森 啓伊 委員長 

◇蓬田忠会長【歳の瀬 体にきをつけて】 

◇川﨑航幹事【半年経過致しました。もう半年宜しくお願い致します】 

◇鈴木憲治会員【21日にフロンターレの優勝報告会と中村憲

剛選手の引退セレモニーに行ってきます】 

◇長瀬敏之会員【来週欠席です。良いお年をお迎えください】 

◇青戸慶太会員 ◇碓井美枝子会員 ◇宇津木茂夫会員 

◇梅澤馨会員 ◇親松明会員 ◇梶俊夫会員 

◇木村良三会員 ◇佐々木範行会員 ◇佐藤達弥会員 

◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木豊成会員 ◇中山隆弘会員 

◇森茂則会員 ◇森啓伊会員 ◇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。 

【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 【コロナ インフル 

お互い気を付けましょう】 

---幹事の日〈半期を振り返って〉---  

川﨑 航 幹事 

「早いもので半期が終了しまし

た。感謝したいのは、コロナ禍

のなか例会を休まずに人との

距離をとって食事をし、時間を

共有できたことです。」 

7月 3日(金) 第一例会スタート 

【第 3グループ会長幹事会へ出席】→奇数月に開催 

6 クラブ持ち回りで開催。 

7月 8日(水)＠ホテル KSPにて開催 

9月 9日(水)＠ホテル KSPにて開催 

11月 11日(水)＠柏屋にて開催 

【表敬訪問】 

7月 21日(火)川崎百合ヶ丘 RC 

8月 7日(金)川崎百合ヶ丘 RC会長幹事が当クラブへ 

※川崎西北 RC様へはコロナ禍の影響を鑑みお互いに中止 

【納涼会】 

8月 21日(金)開催予定納涼会はコロナ禍を鑑み中止 

ホテルモリノにて通常例会を開催 

【クラブ協議会とガバナー公式訪問】 

8月 28日(金)三冨ガバナー補佐来訪クラブ協議会 

 

 

 

 

 

 

 

9月 11日(金)吉田ガバナー公式訪問 

【新百合ヶ丘駅周辺清掃活動】 

10月 16日(金)社会奉仕委員会副委員長志村会員が指揮 

【旧会長幹事お疲れ様会、新会員歓迎会、親睦会】 

11月 27日(金)麻生ガーデンにて親睦会を開催 

宇津木前幹事、栗田新会員、三浦様(来年ご入会予定)、米

山奨学生徐さんとご友人 

今年度初のお酒を酌み交わした親睦会 

【その他】4月初旬、打ち合わせ(会長方針、活動計画書) 

←3月地区研修・協議会は中止 

6 月 10 日(水)第 3 グループ新旧会長幹事会にて顔合わせ

(←5/13 コロナの延期による) 

「引き続きあと半年、宜しくお願いいたします。」 
 

【四つのテスト】                   川﨑 航 幹事 

【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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ持ち回りで開催。 

7 月 8 日(水)＠ホテル

KSPにて開催 

9 月 9 日(水)＠ホテル

KSPにて開催 

11 月 11 日(水)＠柏屋に

て開催 

 

【表敬訪問】 

7月 21日(火)川崎百合ヶ

丘 RC 

8 月 7 日(金)川崎百合ヶ

丘 RC 会長幹事が当クラ

 

『米山奨学生を囲む集い』  

米山奨学生カウンセラー 宇津木 茂夫 会員 

 

 

【第 3グループ会長幹事会へ出席】→奇数月に開

催 6 クラブ持ち回りで開催。 

7月 8日(水)＠ホテル KSPにて開催 

9月 9日(水)＠ホテル KSPにて開催 

11月 11日(水)＠柏屋にて開催 

 

【表敬訪問】 

7月 21日(火)川崎百合ヶ丘 RC 

◆日時：2020年 12月 5日（土） 18:00～20:30 

◆場所：ホテルキャメロットジャパン 

当クラブからは米山奨学生の徐 

菁一さんと私とで出席しました。 

例年のパーティーと違い、座席指定でお弁当でした。奨

学生３６名が一人１分程度、「奨学生となっての感想と

将来の夢」のテーマでスピーチをしました。 

 

 

【第 3グループ会長幹

事会へ出席】→奇数

月に開催 6 クラブ持ち

回りで開催。 

7月 8日(水)＠ホテル

 


