
第１３３６回例会 地区大会(５月１日)へ振替    YouTubeオンライン配信 

第１３３７回例会 ４月１６日（金）会員卓話    ホテルモリノ 

第１３３８回例会 ４月２３日（金）        ホテルモリノ 

 

 

 

【開会点鐘】 蓬田 忠 会長  【S.A.A.】 宇津木茂夫 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』 

【今月の誕生日・記念日】        青戸 慶太 親睦委員長 

休会が続いたため、１、２、３月の方々は発表を省略致します。 

〈会員〉碓井美枝子会員(４日)、森啓伊会員(２４日)  

〈奥様〉園城寺広明会員夫人 明子様、佐藤忠博会員夫人 成子様、

鈴木昭弘会員夫人 里香様、親松明会員夫人 恵美子様 

〈結婚記念日〉森啓伊会員、親松明会員、蓬田忠会員 

【代表して碓井美枝子会員コメント】     

「有難うございます。 

歳を重ねるとお誕生

日が嬉しいのか悲し

いのか分からなくな

ります。同じような年

齢の方々が集まると、 

皆さん健康でいましょう、と励まし合っています。」 

【お見舞い授与(雪井会員へ)】       蓬田 忠 会長 

雪井洋子会員コメント

「お見舞い有難うござ

います。昨年暮れに、

新宿駅で突き飛ばさ

れて大怪我をし、３月

まで入院生活となりま

した。その後また転び、 

肋骨を折り、現在やっと何とか歩けるようになりました。今後

は十分に注意して生活をしていきたいと思います。」 

 

 

 

 

 

【委嘱状授与】              蓬田 忠 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人 米山記念奨学会の広報委員(二期目) の

委嘱状が鈴木憲治会員へ渡されました。 

【第９回理事・役員会報告】           蓬田 忠 会長 

１．2021-22年度会長方針 鈴木昭弘次年度会長より【承認】 

２．地区大会決議事項について 蓬田会長より    【承認】 

  本日、大会決議（案）を会員に配布し検討頂く事にします 

３．新会員入会について 蓬田会長より         【承認】 

雪井会員紹介の三浦みさき様の入会予定でしたが、 

ご家族の都合により5月の第1例会（5/7）になりました。 

４．例会場の感染防止対策について           【保留】 

鈴木昭弘次年度会長より  会食時用のアクリル板設置

を検討しており見積依頼中。※川崎百合丘RCと折半を

視野に入れて 

【会長報告】       蓬田 忠 会長 

１．４月のＲIレート １ドル＝１１０円 

２．ガバナー事務所より、 

〇2020-21年度地区大会  

大会決議の承認依頼が届いております。 

 

 

 

 

 

 
［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 1335 回 例会記録 2021 年 4 月 2 日（金） S.A.A.委員長 中山 隆弘 

 

 
 

 



〇2021-22 年度『地区補助金』プロジェクト、追加募集の

案内が届いております。 

〇ロータアクト地区交流会の案内が届いております。 

４月２５日（日）13:30～16:30 オンライン ディベート大会 

３．米山梅吉記念館 理事長より、賛助会入会のお願いが

届いております。  お 1人 年間 3,000円（一口） 

４．横浜市営地下鉄 3号線延伸早期完成期成同盟より、『メ

トロの風ニュース第 5号』が届いております。 

【幹事報告】                      川﨑 航 幹事 

★例会変更 

◎川崎西北ＲＣ   

4/ 1（木）、4/ 8（木）、4/15（木）、4/22（木）通常例会 

  4/29（木）休会    5/ 6（木）自主休会 

◎川崎鷺沼ＲＣ 

【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 

1335回 30 20 10  66.7％ 

1334回 33 22 11 2 72.7％ 

1333回 33 20 13 3 69.7％ 

【各委員会寄付】             

委員会 第 1335回(件数) 合 計 

ニコニコ委員会 18件 ￥18,000 

ロータリー財団委員会 5件 ￥43,000 

米山記念奨学委員会 8件 ￥70,000 

【ニコニコ委員会 メッセージ】 志村幸男 社会奉仕副委員長 

◇蓬田忠会長【桜散りました。年配の方は 

特に体調に気を付けてお過ごしください。 

特に親松さんへ】 

◇川﨑航幹事【４月になりますね】 

◇大野勉会員【後3ヵ月です。頑張りましょう】 

◇志村幸男会員【花粉症 今ヒノキ、鼻が「むずむず」します】 

◇鈴木昭弘会員、鈴木憲治会員【桜が速足でいってしまいました】 

◇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 ◇圓城寺広明会員 ◇親松明会員 

◇木村良三会員 ◇鈴木豊成会員 ◇中山隆弘会員 

◇森茂則会員 ◇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【新年度がスタートしました。頑張りましょう】 

◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 ◇大野勉会員  

◇雪井洋子会員         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】   梅澤 馨 委員長 

◇蓬田忠会長【桜満開から散り始めました】 

◇大野勉会員【明後日田舎に行って来ます】 

◇鈴木憲治会員【桜散り始めました】 

◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員  

◇志村幸男会員 ◇鈴木昭弘会員  

◇雪井洋子会員  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 

委員会報告の前に、４月は行政年度が

新年度で、まず麻生区長が変わり、麻

生警察署長と消防署長も変わりました。 

「ロータリーの友」は、ガバナー月信２ペ

ージに「母子の健康月間」について吉 

田ガバナーが書かれています。「ロータリーの友」については

目次に RI のメッセージが指定記事として、いろいろなメッセー

ジが書かれています。22 ページに米山便りのダイジェスト版で、

インドネシアからの学生を千葉でお預かりしていたことが載っ

ています。また 17 ページにガバナーのコメントが載っています。 

たて書きの 9 ページに私の友人の平井健太郎氏の記事が出

ております。以上、ご覧ください。 

【次年度について】            鈴木 昭弘 次年度会長 

PETSの報告をかいつまんでいたし

ます。詳しことは先週の会報に載せ

てありますので、ご覧ください。 

大きな変更点は地区の組織の変更

です。 

 (以下先週の会報より抜粋） 

１.従来のクラブ奉仕委員会→クラブ管理運営委員会に名

称変更 

２.従来の拡大・増強委員会→会員増強委員会に名称変更 

３.従来の奉仕委員会（職業・社会・国際）→奉仕プロジェク 

ト委員会に変更 

●職業奉仕を外し、青少年奉仕を加えること 

●小委員会として、社会奉仕委員会・国際奉仕委員会・

青少年奉仕委員会を設ける 

４.研修委員会に小委員会として職業奉仕委員会を設ける。 
 

詳しくは地区の組織表をご覧いただけると分かります。 

また、次年度変更になった支払い金や日程も先週の会報に載

せてありますので、ご覧ください。 

※2021-22年度 会長方針は次ページに記載いたします。 

 

【四つのテスト】      木村 良三 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：森 茂則 副委員長 

 

 

 

   

 

    



 

 

 

 

 

 

２０２１‐２２年度ＲＩ会長、シェカール・メータ氏の提唱したテ

ーマは「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」で

す。また第２５９０地区ガバナー、小倉 正氏の提唱した地

区テーマは「クラブ基盤のさらなる充実強化」～会員の増強

こそが最大のサービス（奉仕）～とあります。 

クラブ基盤の強化、そして会員基盤の強化。そして奉仕プ

ロジェクトの充実を中心に据えた、大変中身の濃いテーマと

なっております。 

この二つのテーマより、クラブの会長方針としまして、「原点

と進化～次の１０年を見据えて」とさせていただきました。 

我がクラブは本年度で創立３０周年を迎えます。その間、諸

先輩方が培ってきた活動は大変貴重なものであると思いま

す。そしてその原点は「奉仕と親睦」です。３０周年を迎える

にあたり、原点を見つめなおし、更に次の１０年に向けて

「行動しつつ成長し、新たな進化を起こす。」このようなクラ

ブ運営を目指していきます。そのための実施計画として、以

下を掲げます。 

 

 

クラブ奉仕委員会   ＊委員長  宇津木 茂夫 

＊雑誌広報     委員長  大野 勉    

副委員長 鈴木 憲治 

＊会員増強/職業分類 委員長  親松 明    

副委員長 佐藤 忠博 

・会員選考     委員長  鈴木 憲治 

・出  席     委員長  梅澤 馨    

副委員長 梶 俊夫 

・親睦活動     委員長  長瀬 敏之   

副委員長 杉山  遼 

・プログラム    委員長  青戸 慶太   

副委員長 大石 佳 

＊研  修     委員長  蓬田 忠    

副委員長 大野  勉 

・クラブ会報    委員長  山下 俊也   

副委員長 川﨑 航 

 

 

 

 

 

 

 

実施計画 

１． 来る３０周年記念行事に、全力で取り組みます。 

２． 会員同士の親睦とクラブ基盤・会員基盤の強化を図り、

純増４名（会員数３５名）を目指します。 

３． 他クラブ・他団体の垣根を越えた奉仕活動を実施し、地

域の皆様との交流を図ります。 

４． Ｚｏｏｍなどの媒体を利用し、会場と一体化したハイブリッ

ド例会の実施をします。 

５． ロータリー情報の積極的な活用のため、MY ROTARYへ

の全員登録を目指します。 

６． 少額積立方式を引き続き利用し、ロータリー財団・米山

記念奨学会への寄付目標を達成します。 
 

実施計画の達成には、会員の皆様の一致団結・全員参加

が必至です。若輩者の会長ではございますが、１年間、幹

事と共に一生懸命頑張りますので、どうぞよろしくお願い申

し上げます。 

 

               （敬称略） 

職業奉仕委員会   

 ＊職業奉仕     委員長  中山 隆弘  

副委員長 鈴木 眞一 

・四つのテスト   委員長  佐々木 範行 

国際奉仕委員会   

＊国際奉仕     委員長  鈴木 憲治  

＊ロータリー財団  委員長  碓井 美枝子  

＊米山記念奨学   委員長  鈴木 豊成   

副委員長 雪井 洋子 

※米山奨学生カウンセラー 宇津木 茂夫（二年間） 

社会奉仕委員会 

 ＊社会奉仕     委員長  青戸 慶太   

副委員長 杉山 遼 

 ・ニコニコ     委員長  山上 剛史   

副委員長 森 茂則 

青少年奉仕委員会 

 ＊青少年奉仕    委員長  川﨑 航 

川崎麻生ロータリークラブ        

 

 

 

 


