
第１３４７回例会 ７月 ９日（金）就任挨拶          ホテルモリノ 

第１３４８回例会 ７月１４日（金）就任挨拶          ホテルモリノ 

第１３４９回例会 ８月 ６日（金）クラブ管理運営他、報告会  ホテルモリノ 

 

 

【開会点鐘】 鈴木 昭弘 会長   

【S. A. A.】 志村 幸男 委員長 / 佐藤 忠博 委員 

【例 会 場 】 ホテルモリノ 

【ガベル引 継 ぎ】 

 

 

 

 

 

 

【記 念 品 贈 呈 】 

 

 

 

 

 

【蓬田忠 前年度会長コメント】 

「前年度はいろいろなことがありました。最後までお世話

になりました。今年度の会長幹事にはより一層頑張ってい

ただきたいと思います。有難うございました。」 

【 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】         鈴木 昭弘 会長 

◆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】        長瀬 敏之 親睦委員長 

〈奥様〉花輪 孝一会員夫人 佳子様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記念日を代表して花輪会員コメント】 

結婚して 40年になります。これからも支え 

合いながら頑張っていきたいと思います。有難うございました。 

【第 1 回理事・役員会報告】         鈴木 昭弘 会長 

１．納涼会中止について 

コロナ感染の終息が見えない為、中止とします。 【承認】 

２．2020-21年度決算報告 

退会者複数名と会場費でホテルモリノを使用したことで

運営費がかさみ、減収となりました。        【承認】 

３．ポリオ募金について 

会員１名（1$=\111）×30$＝\3,330 の29名分￥95,570

を特別会計から送金。                     【承認】 

 

 

 

 

 

 

［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 1346 回 例会記録 2021 年 7 月 2 日（金） S.A.A.委員長 志村 幸男 

  

 

 

 

 

鈴木昭弘今年度会長より 

奨学金を受ける 

徐 菁一さん 

 

蓬田忠 

前年度会長より 

鈴木昭弘 

今年度会長へ 

 

圓城寺広明   鈴木昭弘   蓬田忠     川﨑航 

今年度幹事   今年度会長  前年度会長   前年度幹事 

 



４. ご報告 

6月20日第2回米山梅吉記念館訪問ツアーの際、クラブ

より記念館へ1万円の寄付をいたしました。麻生BOXより

払出ましたので報告いたします。 

【会長報告】    鈴木 昭弘 会長 

１．７月のＲI レート １ドル＝１１１円 

２．ガバナー事務所より、 

〇2020-21地区大会記録誌の発 

送ご案内が届いております。 

〇地区米山学友会オンライン座談会のご案内が届いており

ます。 6/30（水）～7/3（土） 4日間  19:00～21:00  

フリートーキング ※４日間いつでも参加可能  

〇2021-22年度上期地区資金振込依頼が届いております。 

3. 川崎西ＲＣより、『第 1 回 会長・幹事会』開催のご案内

が届いております。7月 14日（水）18:00～ ホテルＫＳＰ 

4. 昨年 10 月 2 日卓話にお越し頂いた《川崎折鶴の会》森

政会長より、 児童文学書『聞かせて、おじいちゃん』発

刊のご案内が届いております。 

【幹事報告】                  圓城寺 広明 幹事 

★例会変更 

◎川崎大師 RC ◎川崎マリーン RC ◎横浜あざみ RC  

【出席委員会】            梅澤 馨 委員長 

例会 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1346回 28 23 5  82.1 

1345回 28 22 6 1 82.1 

1344回 28 20 8 4 85.7 

【各委員会寄付】             

委員会 第 1346 回(件数) 合 計 

ニコニコ委員会    23件 ￥23,000 

ロータリー財団委員会    10件 ￥78,300 

米山記念奨学委員会    10件 ￥100,000 

【ニコニコ委員会 メッセージ】         山上 剛史 委員長 

●会員 

◇鈴木昭弘会長【1年間幹事共々頑張ります！よろしくお願い 

いたします。】 ◇圓城寺広明幹事【今年1年よろしくお願いい 

たします。】 ◇青戸慶太会員 ◇碓井美枝子会員【今年1年 

よろしくお願いいたします】 ◇梅澤会員 ◇大野勉会員  

◇親松会員 ◇梶会員 【2021-22年度 鈴木昭弘会長・圓城 

寺幹事 1年間の船出を祝います】 ◇川﨑航会員【一年間 

あっという間に終わります。頑張って下さい】 ◇栗田将弥会員 

【一年間頑張って下さい！】 ◇佐藤忠博会員【徐さんサンキュ 

ーメール有難う！】 ◇志村幸男会員【会長幹事一年間宜しく】 

 

 

 

 

 

 

 

◇鈴木憲治会員【会長幹事一年間頑張ってください】 

◇鈴木豊成会員 ◇長瀬会員 ◇花輪会員【会長幹事一年間 

宜しくお願いします。】 ◇山上剛史会員【新体制よろしくお願 

いします】 ◇蓬田忠会員【会長幹事一年間あっという間に終 

わります。頑張ってください】 

◇宇津木茂夫会員 ◇木村良三会員 ◇佐々木範行会員 

◇森茂則会員         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】 碓井 美枝子 委員長 

◇鈴木昭弘会長【1年間幹事共々よろしくお願いいたします】 

◇鈴木憲治会員【新年度スタート頑張りましょう】 

◇鈴木豊成会員◇長瀬会員【今年度よろしくお願いいたします】 

◇碓井会員 ◇親松会員 ◇木村会員 ◇志村会員 

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】  鈴木 豊成 委員長 

◇鈴木昭弘会長【1年間幹事共々よろしくお願いいたします】 

◇宇津木会員 ◇梅澤会員【新年度スタートとして】 

◇大野会員 ◇親松会員 ◇木村会員 ◇志村会員  

◇長瀬会員【鈴木会長・圓城寺幹事の船出を祝って】 

◇鈴木憲治会員【新年度スタートです。会長幹事よろしく】 

       ご協力有難うございました。 

【雑誌広報委員会】大野 勉 委員長 

今日お配りしている「ロータリーの

友」に2021-22年度国際ロータリー会

長、カルカッタ-マハナガル・ロータリ

ークラブ（インド、西ベンガル州）所属 

のシェカール・メータ氏選出されました 

ことが紹介されておりますので、ご一読ください。今年度のスロ

ーガンは「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」です。 

また、当クラブ３０周年記念実行委員会からのお願いとして、

先週の例会で記念行事のアンケートをお配りしておりますが、

今日１部も提出されていないことから、お願いとして記入して来

週の例会にお持ちいただけるようお願い致します。 

【プログラム委員会】            青戸 慶太 委員長 

７月の例会プログラム 

２日 就任挨拶 

（会長、幹事、クラブ奉仕委員長） 

  定理理事会(1) 

   

 

 

 

梅澤 馨      山上 剛史       碓井 美枝子 

出席委員長    ニコニコ委員長    R 財団委員長 



９日 就任挨拶（職業奉仕、社会奉仕委員長） 

16 日 就任挨拶（国際奉仕、青少年奉仕委員長） 

23 日 祭日休会（スポーツの日） 

30 日 休会（第５例会） 

※来週は越水詞郎ガバナー補佐がお越しなられますので、

可能な限りご出席をお願いいたします。 

【親睦委員会】                 長瀬 敏之 委員長 

今年の納涼会ですが、コロナ渦の収束がみえず、現在も感

染者が増加傾向にあるため、残念ですが中止といたします。 

またクリスマス家族会については、開催できるように調整を

してまいりますが、現在は決定・中止については未定とさせ

ていただきます。 

【前年度会計報告】      鈴木 豊成 前年度会計役員 

昨年度の会計報告を本日理事会に

て報告し、承認を得ました。昨年度

は退会者が数名おり、会費の減収と

なりました。 

また百合ヶ丘カントリー倶楽部での

例会がなく、ホテルモリノでの例会の 

みになっておりましたので、会場運営費がかさんだ年度とな

りました。従ってお手元の報告書の通りでございますので、

お目通しのほどよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ご 挨 拶】               米山奨学生 徐 菁一さん 

 

 

 

 

 

今日は２つのことをお話しようと思って、準備をしてきました。

とても緊張しています・・・（笑 

１つは、先月の６月２９日に、米山梅吉記念館にロータリー

の方々と訪問してまいりました。墓前で手を合わせ、歴史を

知る機会になり、とても良い経験ができて、楽しい時間を過

ごすことができました、ありがとうございます。 

２つ目は、日本にきて５年になりますが、日々とても良い経

験と素晴らしい生活を送る機会を得られていることが、皆様

方のご協力と、親切ですばらしい方々に恵まれていることで

成り立っていることを大変ありがたく思っています。 

そして、私もこのように人に対して同じようにできるようになり

たいと思っています。ありがとうございます。 
 

【四つのテスト】                   川崎 航 会員 

【閉 会 点 鐘】                   鈴木 昭弘 会長 

【会報委員会】                山下 俊也 委員長 

◇文責：木村 良三委員  ◇写真：森 茂則委員 

 

 

   

〈2021-2022 年度 初例会〉                        2021 年７月２日 

 


