第 1333 回 例会記録 2021 年 3 月 12 日（金） S.A.A.委員長 中山 隆弘
１月 8 日 ～3 月 5 日 は休 会

ロータリー財 団 よりポールハリスフェロー のバッジ授 与

【開会点鐘】 蓬田 忠 会長 【S.A.A.】 中山 隆弘 委員長
【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】
じょ

蓬田 忠 会長

せいいち

◆米山奨学生 徐 菁一 さん(会長より奨学金を受ける)

宇津木 茂夫 会員

【委嘱状授与】

親松 明 会員

蓬田 忠 会長

202１-2２年度米山学
友会地区委員の委嘱

大野 勉 会員

状を大野勉会員へ

鈴木 昭弘 会員

木村 良三 会員

２．ロータリー財団より、ポール・ハリス・フェローの認定書と

授与。

バッチが届いております。（写真上）

【理事役員会報告】

蓬田 忠 会長

※今月第３週は休みで、第４週は第３グループの三富末雄ガ

※コロナの影響で、
何名かの方が退会したいとの申し出がありこれから話合い
を持ちたいと思います。

【会長報告】

※来月には当クラブ主催の会長幹事会が開かれます。
バナー補佐が来訪されます。

【幹事報告】
蓬田 忠 会長

１．ガバナー事務所より
〇第 50 回地区ロータアクト年次大会、完全オンライン開
催へ変更のご案内が届いております。

川﨑 航 幹事

★例会変更
川崎西ＲＣ ・3/19（金） 例会取消
・4/16（金）夜間例会⇒昼例会へ変更
・5/21（金）夜間例会⇒昼例会へ変更

〇2021-22 年度地区委員の委嘱状が届く。（写真上）

第 １ ３ ３ ４ 回 例会 ３月２６日（金）ガバナー補佐来訪
第 １ ３ ３ ５ 回 例会 ４月 ２日（金）定例理事役員会
第 １ ３ ３ ６ 回 例会 ４月 ９日（金）５月１日の地区大会へ振替
［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
［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
※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

ホテルモリノ
ホテルモリノ
動画配信
TEL：044-953-5111
TEL：044-966-1300
TEL：044-951-1322

《緊急事態宣言発出に伴う例会休会》
【３月第３週迄休会】川崎ＲＣ／川崎大師ＲＣ／川崎中央Ｒ
Ｃ／川崎マリーンＲＣ／横浜南央ＲＣ
◆お知らせ 本日お配りしたガバナー月信の『我がクラブの
〇〇なロータリアン』に会長の文が掲載されておりますの
で是非お読みください。
【次年度会長より報告】

鈴木 昭弘 クラブ奉仕委員長

大変残念なことですが、退会希望者の中に次年度の理事
役員がおり、地区協議会などのことで早急に決めないとい
けない事柄のため、検討いたしました。理事役員会でも承
認されましたので、発表いたします。

【米山記念奨学委員会 メッセージ】

◇鈴木昭弘会員【父の葬儀にご協力頂き有難うございました】
◇鈴木憲治会員【お久しぶりです。コロナに注意しましょう】
◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 ◇大野勉会員
◇親松明会員 ◇鈴木豊成会員 ご協力有難うございました。

【親睦委員会】

●変更された理事役員（敬称略）

梅澤 馨 委員長

青戸 慶太 委員長

2 月 17 日が誕生日だった佐々木会員の奥様・幸子様へ花束

❖会長エレクト：宇津木茂夫

を贈呈いたします。（佐々木会員、代理で受け取りました。）

❖会場監督：志村幸男

【次年度幹事よりお知らせ】

❖社会奉仕委員長：青戸慶太

圓城寺 広明 会員

2021-22 年度の地区研修研修協議会があります。3 月 28 日に

❖国際奉仕委員長：鈴木憲治

動画配信され、それを見てレポートの提出をお願いいたします。

❖青少年奉仕委員長：川﨑航

(敬称略）クラブ奉仕委員長：宇津木茂夫、広報委員長：大野

【出席委員会】

圓城寺 広明 委員長

例会

会員

出席

欠席

1333 回

33

20

13

1332 回

33

25

8

1331 回

33

22

11

修正

勉、会員増強委員長：親松明、研修委員長：蓬田忠、職業奉

出席率

仕委員長：中山隆弘、国際奉仕委員長：鈴木憲治、R 財団：碓

60.6％

井美枝子、米山記念奨学会：鈴木豊成、社会奉仕委員長：青

0

75.8％

戸慶太、青少年奉仕委員長：川﨑航、 詳細は事務局からメ

2

72.7％

ールが届きます。よろしくお願いいたします。

【各委員会寄付】

【四つのテスト】

圓城寺 広明 会員

第 1333 回(件数)

合 計

【閉 会 点 鐘】

蓬田 忠 会長

ニコニコ委員会

16 件

￥16,000

【会報委員会】

鈴木 眞一 委員長

ロータリー財団委員会

7件

￥69,000

米山記念奨学委員会

7件

￥102,000

委員会

【ニコニコ委員会 メッセージ】 志村幸男 社会奉仕委員長
◇蓬田忠会長 ◇川﨑航幹事 ◇碓井美枝子会員
◇梅澤馨会員 ◇鈴木憲治会員 ◇鈴木豊成会員
【お久しぶりです】
◇大野勉会員【箱根駅伝・白川郷・川湯温泉・芦ノ牧・会津
巡って来ました】
◇親松明会員 ◇梶俊夫会員【皆さん元気ですか？私元気です】
◇志村幸男会員【皆さんお変わりございませんか】
◇宇津木茂夫会員 ◇圓城寺広明会員 ◇木村良三会員
◇佐々木範行会員 ◇鈴木昭弘会員 ◇森茂則会員
◇山下俊也会員

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
◇鈴木昭弘会員【父の葬儀にご協力頂き有難うございました】
◇鈴木憲治会員【お久しぶりです】
◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 ◇大野勉会員
◇親松明会員 ◇鈴木豊成会員 ご協力有難うございました。

◇文責：森 茂則 委員

◇写真：木村 良三 会員

※例会中の食事は、マスクを外しますが、黙食で行いました。
み た ま

琴 平 神 社 にて 御 霊 抜 きお清 め
毎年１年間の古い人形や使わなくなったひな人形をお
預かりし、お清めをしてから、お炊き上げをします。
なごめ

３月３日に飾り付け、３月７日の 和 祭に
てお炊き上げの儀式をいたしました。

《例会休会中の会長・幹事報告 2020-21 年度》
◆1 月 8 日(金)

４，川崎百合丘 RC より、第 4 回会長・幹事会【開催延期】
のご案内が届いております。

【会長報告】
1、1 月の RI レートは 104 円です。
2、ガバナー事務所より、

1 月 13 日（水） ⇒ 2 月 10 日（水）18:30～
５，川崎鷺沼 RC より、訃報が届いております。

〇2021-22 年度の地区委員候補者推薦依頼が届く。

〇大竹 弘志様（チャーターメンバー 第 11 代会長）

〇クラブのウェブサイトでのロゴ使用について、ガイドラインに基

〇葬儀 1 月 24 日（日） 14 時から 15 時

づいて使用がされているか国際ロータリーの確認が入ると
のご連絡が届いております。
3、川崎高津 RC より、第 2590 地区第 1・第 2・第 3 グルー
プ合同 IM【中止】のお知らせが届いております。
4、川崎・しんゆり芸術祭実行委員会より、12 月 17 日の委
員会議事録が届いております。
5、グリーンハート吹奏楽団より、年賀状と 2021 年役員のお

〇式場 影向寺（宮前区野川 3-4-4）
【幹事報告】
◆例会変更《緊急事態宣言発出に伴う例会休会》
【1 月及び 2 月全て休会】
〇川崎高津 RC 1/21(木)～2/25(木) 例会取消
【1 月及び 2 月第１例会まで休会】
〇川崎西 RC 1/15（金）～2/5（金） 例会取消
2/19（金） 夜間例会を昼例会へ変更

知らせが届いております。 ※団長 鈴木 昭弘会員です。

〇川崎高津南 RC 1/18（月）～2/ 1（月）例会取消

【幹事報告】

2/8（月）通常例会

◆会報着
〇川崎北 RC 第 2904 回（10/14）～第 2917 回（12/9）
〇川崎中原 RC

第 1489 回（10/15）～第 1492 回（12/3）

◆例会変更《緊急事態宣言発出に伴う例会休会》
【1 月 2 月全て休会】
〇川崎西北 RC 【1 月より緊急事態宣言解除まで】

〇川崎中央 RC／川崎中 RC／川崎大師 RC 川崎幸 RC
／川崎 RC／横浜南央 RC／川崎マリーン RC
米山奨学生 徐さんに、本日（1/15）蓬田会長より 1 月分
の奨学金をお渡しいたしました。

〇横浜南 RC【1 月全て休会】
〇川崎鷺沼 RC／横浜あざみ RC／川崎宮前 RC

◆1 月 15 日(金)
【会長報告】
1、 国際ロータリー日本事務局より、下半期の分担金請求書
が届いております。
※1,167.25USD×104 円(RI ﾚｰﾄ)＝121,394 円
1 月 14 日振込済み
2、ガバナー事務所より、
〇緊急事態宣言に対する地区対応について
地区からの公式メールは定期的確認お願いが届く。
“地区に入っている 43 クラブ情報”
・オンライン例会 3 クラブ・昼食無し通常例会 3 クラブ
・休会

37 クラブ

〇YE プログラム見直し経過報告②が届いております。
〇2020-21 年度下期地区資金振込依頼が届く。
※会員 1 名 13,500×33 名＝445,500 円 1/7 振込
３、R 米山記念奨学会より、

◆1 月 22 日(金)
【会長報告】
1、ガバナー事務所より、下記２点発送のご連絡。
〇ロータリーロゴ入り感染防止マスク
会員数+事務局員分（地区公共イメージ委員会作成）
〇歯磨きによるウイルス感染防止啓蒙ポスター
会員数＋5 枚 ※届きましたら会員の皆様へお送りします。
２、ロータリー米山記念奨学会より、“ハイライトよねやま”のご
案内が届いております。
３、横浜東 RAC より、１月第１例会のご案内。
１月２０日（水）

〇下期普通寄付金のお願いが届いております。

【幹事報告】

※会員 1 名 4,500 円×33 名＝148,500 円 1/7 振込

◆会報着

〇クラブ休会の場合の奨学金支給方法についての案内。

20:00～21:00

オンライン

〇川崎とどろき RC 第 981 回（10/5）～第 987（12/21）

◆例会変更

４、川崎・しんゆり芸術祭実行委員会より、第 3 回実行委員

《緊急事態宣言発出に伴う例会休会》

会開催のご案内。２/24(水)18:30～ 麻生区役所 4 階

【1 月 2 月全て休会】

５、こどもの国協会より、『クラウドファンデイング』実施のご案内。

〇川崎とどろき RC／川崎宮前 RC

・実施日：2021 年 1/15～5/14

《食事や飲み物無しでの例会》

・サイト:「A-port」（朝日新聞社のクラウドファンディングサイト）

〇横浜あざみ RC

・24 時間受付

《オンライでの例会再開》

【幹事報告】

〇川崎北 RC ※メークアップ希望の場合は川崎北 RC 事務

◆例会変更

局（knrc@nifty.com）に連絡希望

川崎百合丘 RC

◆FAX 番号変更のお知らせ

120 日間

・目標金額：10,000,000 円

・２月９日（火）

例会中止

・２月１５日(火) オンラインによる例会予定 13:00 点鐘

新横浜ロータリークラブ ・変更日：令和３年１/22(金)

《緊急事態宣言発出に伴う例会休会》

・新番号：045-345-3164（旧番号：045-471-2805）

【2 月及び 3 月第１週休会】川崎大師 RC/川崎中央ＲＣ

・E-mail アドレスと住所の変更はありません。

【２月全て休会】横浜南ＲＣ／川崎鷺沼ＲＣ

◆1 月 29 日(金)

※幹事報告はなし

◆２月 12 日(金)

【会長報告】

【理事・役員会】

1、ガバナー事務所より、
〇2021-22 年度『地区補助金』対象プロジェクト募集開
始のお知らせが届いております。
〇2020-21 年度『米山学友会総会』開催のご案内。
２月２０日(土)１８時～

ZOOM（オンライン）

〇“Web ロータリアンマップ（仮称）”構築の為、プロボーザ
ル募集のご連絡が届いております。
・提案書受付期間 2 月 8 日(月)～２月１５(月）

◆2 月 12 日（金）11 時 30 分から ・ホテルモリノ ７F

・質問受付期間

◆出席者：蓬田会長、川﨑幹事、鈴木昭弘役員、梅澤役

２月１日(月)～２月１２日

２、川崎市生涯学習財団より、《講座のご案内》が届く。
３、横浜市営地下鉄 3 号線延伸早期完成期成同盟会よ
・令和２年度第２回役員会 ２月 25 日(木) 15:00～

◆議題
・例会再開時期について：3 月 12 日（金） 理事・役員
会も含めて再開

昭和音楽大学北校舎
４月２０日（火） 14:30～

・2020-21 年度第 3 四半期（2021.1 月～3 月）
例会費について：45,000 円

新百合トウェンティワンホール

② リモート例会導入について ⇒ 継続して協議

◆２月４日(木)

③ 入会希望者について ⇒ 承認

【会長報告】
1、２月のＲＩレート

以上 7 名

① コロナ禍でのクラブ運営 ⇒ 承認

り、第２回役員会と第３回総会開催の案内。

・第 3 回総会と講演会

員、圓城寺役員、鈴木豊成役員、木村理事

◆報告

１ドル＝１０４円

①鈴木昭弘会員ご尊父お悔みについて、

２、ガバナー事務所より。
〇2021-22 年度ＲＩ会長テーマ発表のお知らせが届く。
・テーマ：『奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために』
・ロ ゴ ：添付資料
〇オンラインロータリーリーダーシップ研究会パートⅡ開催の
ご案内。３月 14 日（日） 9:00～17:00

ZOOM

３、ロータリーの友事務所より、2021-22 年度版ロータリー手
帳予約受付のご案内。
・定価：600 円＋消費税 ・5 月下旬出来上がり予定

香典（10,000 円） 生花（15,000 円）
②宇津木会員 網膜剥離の為入院に対し、お見舞金
（10,000 円）お渡し。

【会長報告】

3、R 米山記念奨学会より、『ハイライトよねやま 251 号』のご

1、Ｒ米山記念奨学会より、『カウンセラー所見』及び『奨学金

案内が届いております。

受領確認書』提出依頼が届いております。

【幹事報告】

２、横浜東 RAC より、2 月の例会のご案内。

◆例会変更

〇第 1 例会 2 月 10 日(水)20:00～21:00 オンライン

川崎高津南 RC ２/15（月）～3/1（月）迄例会中止

〇第 2 例会 2 月 17 日(水)21:00～21:30 オンライン

3/8（月） 通常例会

【報告】

18:30 点鐘

《緊急事態宣言発出に伴う例会休会》

① 米山奨学生 徐さんに 2 月分の奨学金（100,000
円）をお渡しいたしました。

【2 月及び 3 月第１週休会】 川崎マリーン RC

◆２月 26 日(金)
【会長報告】
1、第 2590 地区ロータアクト副幹事より、『第 50 回地区年
次大会』のご案内が届いております。
2021 年 3 月 21 日（日） 13:00～16:20
横浜ビル

日石

オンライン

【幹事報告】
② R 財団奨学生応募者（地区補助金奨学金）の面談
を行い、推薦いたしました。
鈴木 楓子様（女性） 26 歳

《緊急事態宣言発出に伴う例会休会》
【3 月休会】川崎中 RC／川崎とどろき RC／川崎鷺沼 RC

スコットランドのグラス

ゴー大学留学予定

◆3 月 5 日(金)

【幹事報告】

【会長報告】

◆例会変更

1、３月のＲＩレート

川崎西 RC ２/12（金）～3/12（金）迄

例会中止

3/19（金） 夜間例会 ⇒ 昼例会へ変更

１ドル＝１０６円

２、ガバナー事務所より。
〇2020-21 年度 地区大会のご案内。
５月１日(土)YouTube による映像配信登録料￥7,000

《緊急事態宣言発出に伴う例会休会》
【2 月及び 3 月第１週休会】 川崎 RC／川崎幸ＲＣ
【２月全て休会】 川崎とどろきＲＣ／川崎中ＲＣ

〇2021-22 年度 地区研修・協議会のご案内。
3 月 28 日（日）から 4 月 28 日（水）迄 動画配信
⇓

【オンライン例会】 川崎中原ＲＣ

5 月 10 日（月）迄に報告書提出

【飲食無し例会】 横浜あざみＲＣ

３、川崎・しんゆり芸術祭実行委員会より、2 月 24 日実行

◆２月 19 日(金)

委員会議事録が届いております。

【会長報告】

４、横浜市営地下鉄 3 号線延伸早期完成期成同盟会よ

1、 ガバナー事務所より、

り、第 1 回役員会議事録が届いております。

〇クラブ会長エレクト研修セミナー（PETS）開催《ZOOM
併用》のご案内が届いております。
3 月 18 日（木） 13:30～17:00

【幹事報告】
◆例会変更

ホテルプラム

※鈴木昭弘会長エレクト 会場参加 予定
〇福島県・宮城県の大規模地震被災地支援についての経

川崎百合丘 RC ２月９日（火）

例会中止

２月１５日(火)オンラインによる例会予定 13:00 点鐘
《緊急事態宣言発出に伴う例会休会》

過報告が届いております。

【3 月第 1 週迄休会】 川崎北 RC／横浜あざみ RC

第 2520 地区（岩手県・宮城県）、第 2530 地区

【3 月第 2 週迄休会】 川崎宮前 RC

（福島県）のガバナーに問い合わせ、
両地区ともに情報収集中との事で、具体的支援要請待
ちになっております。
２、川崎高津 RC より、三富ガバナー補佐表敬訪問日のご連
絡が届いております。

3 月 26 日（金）12:30～

【3 月第 3 週迄休会】 横浜南 RC

