
第１３４３回例会 ６月１１日（金）クラブフォーラム   ホテルモリノ  

第１３４４回例会 ６月１８日（金）各委員会年度報告   琴平会館 

第１３４５回例会 ６月２５日（金）今年度最終例会    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』 

【ゲスト・ビジター紹介】         蓬田 忠 会長 

◆徐
じ ょ

 菁一
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 さん 米山奨学生 

◆上田 昌
しょう
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様 圓城寺会員ご友人 

 

 

 

 

 

 

 

【地区大会 長寿者表彰】            蓬田 忠 会長 

地区大会の長寿者表彰として佐藤忠博会員へ記念品を。 

 

 

 

 

 

 

【今月の誕生日・記念日】       青戸 慶太 親睦委員長 

〈会員〉蓬田 忠 会長(２日)、大野 勉 会員(１９日)、 

      圓城寺 広明 会員(２８日)、 

〈奥様〉青戸 慶太 会員夫人 聖美様、 

〈結婚記念日〉川﨑 航 会員、木村 良三 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【代表して 蓬田忠会長コメント】 

「今年でゾロ目です。今まで皆さんのお蔭

で楽しく人生を過ごしてきました。また、先

週は家内がお花を頂き有難うございました。

今後も美味しいお酒をいただきながら、少

しでも長生きしたいと思います。」 

【青戸慶太 親睦委員長 ご挨拶】 

「本日で、記念日の発表は今年度最後です。

今年度はコロナで親睦の行事があまり出来

ずに終わり、皆様の懇親を深める場がなか

ったことが悔やまれます。いろいろお世話

になり有難うございました。」 

【第 12 回理事・役員会報告】          蓬田 忠 会長 

１．【ご報告】退会希望者2名について         【承認】 

  蓬田会長より：説得の為保留としておりましたが、退会の  

意思が固く認めたいと思います 

２．大野実行委員長より：30周年記念式典実行委員会組織

図（案）発表                       【承認】 

【会長報告】                      蓬田 忠 会長 

１．6月のＲIレート １ドル＝１０９円（5月と同じ） 

 

 

 

 

 

 

［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 1342 回 例会記録 2021 年 6 月 4 日（金） S.A.A.委員長 中山 隆弘 

↑上田 昌行様 

 

←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 

 

 

 

 

 



２．ガバナー事務所より、 

〇ローターアクト地区研修協議会と学友会設立総会のご

案内。 6 月 20 日（日） 12:20～17:00 ロイヤルパーク

ホテルと ZOOM参加 

〇地区大会表彰関係の記念品が届いております。 

・長寿会員：記念品はルーペ 佐藤忠博会員と親松明会員 

・100％寄付クラブ：小バナー 

〇『Web ロータリアンマップ』完成 公開のご案内。 

※ご案内状をお配りいたしましたのでご登録・ご活用を

お願いいたします。 

〇「こども食堂支援金」送金開始のご連絡。 

5月 25日（火）～ ※柿生片平こども食堂  着金確認中 

３．川崎ロータリークラブより、創立７０周年記念事業として

『ロータリーあれこれ』著書１冊が届いております。 

４．川崎高津ロータリークラブより、『第 3G 新旧ガバナー補

佐・事務局連絡会』中止のお知らせが届いております。 

５．あさお区民まつり実行委員会より、第 39 回あさお区民ま

つり中止のお知らせが届いております。 

【幹事報告】         川﨑 航 幹事 

★例会変更 

◎川崎西ＲＣ  6/25（金） 定款休会 

◎川崎大師ＲＣ ◎川崎中央ＲＣ  

◎川崎マリーンＲＣ ◎川崎北ＲＣ  

◎川崎中ＲＣ ◎川崎鷺沼ＲＣ  

◎川崎宮前ＲＣ ◎川崎とどろきＲＣ  

◎横浜南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 

1342回 30 22 8  73.3％ 

1341回 30 19 11 0 63.3％ 

1340回 30 20 10 2 73.3％ 

【各委員会寄付】             

委員会 第 1342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 4件 ￥28,800 

米山記念奨学委員会    5件 ￥65,000 

【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 

【最後の理事・役員会終えて一安心です】 

◇川﨑航幹事【風と雨が強いです】 

◇大野勉会員【年度末になりました】 

◇鈴木憲治会員【蓬田年度最後の月です。頑張りましょう】 

◇碓井美枝子会員 ◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 

◇梶俊夫会員 ◇木村良三会員 ◇佐々木範行会員 

◇志村幸男会員 ◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木豊成会員 

◇中山隆弘会員 ◇長瀬 敏之会員 ◇花輪孝一会員 

◇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 

◇鈴木憲治会員【蓬田、川﨑年度最後の 

月ですね。ご苦労さまです】 

◇蓬田忠会長 ◇宇津木茂夫会員 

◇梅澤馨会員  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 

◇宇津木茂夫会員 ◇大野勉会員 

◇梅澤馨会員 ◇佐々木範行会員  

◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木憲治会員  

ご協力有難うございました。 

【プログラム委員会】            碓井 美枝子 委員長 

６月のプログラム 

4日 会長の日 

11日 クラブフォーラム（次年度に向けて） 

次年度奉仕委員長より方針等を発表 

18日 今年度各委員会委員長 年度報告 ※会場：琴平会館 

25日 最終例会 会員卓話（鈴木憲治会員）  

【会長の日・１年を振り返って】       蓬田 忠 会長 

2019～2021年、コロナ禍のニュースばかりで、当クラブも休

会が続いて、プログラム通りに進まず、今日に至りました。その

中でも充実した卓話をして頂きました。      

７月に再生医療のお話を飯塚様にしていただき、9月には当

クラブの山上会員の卓話、介護の現場からということで分かり

易く話されました。10月は川崎折鶴の会の森政様の卓話、そ

の後は４月にはあざみRCの磯野様の卓話、５月にこども食堂

のお話を俵様にして頂きました。また、当クラブ会員の志村宮

司にも４月に急遽卓話をしていただきました。 

今年度の始めには親睦の催しを何回か持とうと思っていまし

たが、それは出来なくなり、かろうじて11月に細やかながら、皆

さんと食卓を囲んだことは、今年度唯一の親睦の行事でした。 

増強に関しては、今年になって退会者が一機に増えてしま

いました。心が痛む思いですが、２名の方が入会されました。 

役員理事の皆様、会員の方々のお蔭をもちまして今日まで

来られたことに感謝いたします。また、川崎幹事、事務局の茗

作さんにも改めて御礼を申し上げます。有難うございました。 

 

【四つのテスト】         梅澤 馨 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 

 

 

 

 

 

 

 


