
第１３４８回例会 ７月１６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 

第１３５０回例会 ８月２０日（金）委員長会議報告      百合ヶ丘カントリー倶楽部 

 

 

 

【開会点鐘】 鈴木昭弘 会長 【S.A.A.】 志村幸男委員長 

【例 会 場 】 ホテルモリノ 

【 ソ ン グ 】 ロータリーソング『我らの生業』 

【ゲスト・ビジター紹介】         鈴木 昭弘 会長 

◆越水詞郎様 第 3グループガバナー補佐 （川崎西ＲＣ） 

「今年度から第３G ガバナー補佐と別に、

ガバナー補佐を支援する役割として「地

区クラブ管理運営委員会」が新設され、

委員を選任しました。今回は、同じクラ

ブである川崎西 RCの棚部会員にお願 

いをしました。二人三脚でよろしくお願いいたします。」 

◆棚部哲郎様 地区クラブ管理運営委員（川崎西ＲＣ） 

「川崎麻生 RCの活動計画書を拝見し、

会員入会時の紹介者欄は大変参考に

なりました。〈クラブ管理委員会〉につい

ては、役割のひとつがガバナー補佐の

支援ということで、委員会などに代理で 

出席し、相互のご意見をお伝えいたします。一年間、どうぞ宜

しくお願いいたします。」 

◆米山奨学生 徐
じょ

 菁一
せいいち

 さん 

【会長報告】     鈴木 昭弘 会長 

１．2590地区 2020-21年度吉田ガバ 

 ナーと加藤幹事より、地区活動協力 

 へのお礼状が届いております。 

２．ガバナー事務所より、 

〇『クラブ奉仕プロジェクト委員長会議』開催のご案内が届 

 いております。8月 3日（火）  15:00～17:00   

 ホテルプラムと ZOOM のハイブリッド形式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〇他地区被災地支援への義援金協力お願いが届いてお    

  ります。会員一人当たり 2,000円程度（昨年度と同じ） 

  ※特別会計の為、8 月理事役員会承認案件といたします。 

 〇第 2590地区全ＲＡＣ合同例会のご案内。 

  ７月 31日（土）オンライン(ZOOM)～17:30 

  ※登録が必要となりますので事務局まで  

３．ロータリー財団より、年次寄付ポール・ハリス・フェローの 

  Ｐｉｎが、鈴木豊成会員へ届いております。（写真上右） 

４．川崎西ＲＣより、 

  『第 1回 会長・幹事会』会費変更のご案内。 

  7,000円⇒6,000円 アルコール飲料無し  

５．Ｒ米山記念奨学会より、 

  〇2021-22年度 上期普通寄付金送金のお願い。 

   4,500円×28名（7/1付会員数）＝126,000円 送金予定 

  〇米山功労クラブ感謝状が届いております 

【幹事報告】    圓城寺 広明 幹事 

★例会変更 

◎川崎RC ◎川崎中央RC  

◎川崎鷺沼RC ◎横浜あざみRC 

【お知らせ】 

※今週のタウンニュース〈人物風土記〉 

 に当クラブの鈴木昭弘会長が掲載されております。 

 

 

 

 

 

 
［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 1347 回 例会記録 2021 年 7 月 9 日（金） S.A.A.委員長 志村 幸男 

 

  

 

 

 

 



【入会式】                       鈴木 昭弘 会長 

〈入会者〉上田昌行様  〈紹介者〉圓城寺広明幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

上田昌
しょう

行
き

様をご紹介 (圓城寺広明幹事） 

「上田昌行さんは京都生まれ、北海道大学に入学され、32歳まで 

北海道で過ごされ、水産の講師をされていました。その後神奈川 

に来られ、８年前に水産系の会社の代表になられました。令和２ 

年に現在の「㈱フィッシャーズラボ」を設立しました。水産業のコン 

サルティングもされています。」 

上田昌
しょう

行
き

様 自己紹介 

「ご紹介にありましたように、京都で生まれ 

育ち、北海道で過ごし、20年前に神奈川 

に来まして、現在は水産コンサルティング 

の会社をやっております。中身が分かりに 

くいと思いますが、ほとんど国や県の仕事です。その中で水産業 

が衰退している状況を考え、海鮮居酒屋「なぶら舎」を開店し、魚 

食普及を目指しています。」 

【お知らせ】                      鈴木 昭弘 会長 

R米山記念奨学会より、2021年6月30日現在の寄付の納入明

細が届きました。2590地区は全国的にトップの寄付額です。個

人の寄付率は少し下がっていますが、相対的には良い率にな

っています。当クラブは地区の中でも第３グループでも上位の

方です。今年度も寄付の方を宜しくお願いいたします。 

【出席委員会】            梅澤 馨 委員長 

例会 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1347回 28 21 7  75.0％ 

1346回 28 23 5 4 96.4 

1345回 28 22 6 1 82.1 

【各委員会寄付】             

委員会 第 1347回(件数) 合 計 

ニコニコ委員会    21件 ￥23,000 

ロータリー財団委員会    1件 ￥1,000 

 

 

 

 

【ニコニコ委員会 メッセージ】 青戸 慶太 社会奉仕委員長 

●お客様 

◇越水詞郎 第３グループガバナー補佐・川崎西RC 

◇棚部哲郎 地区クラブ管理運営委員・川崎西RC 

【本年度は新年度スタートにあたり、地区クラブ管理運営委員

会、第三 G担当の棚部哲郎委員とともに表敬訪問させていた

だきました。本年度 1年間よろしくお願いいたします。】 

●会員 ◇鈴木昭弘会長 ◇圓城寺広明幹事【越水ガバナー

補佐 棚部様ようこそ】 

◇大野会員 ◇鈴木憲治委員 ◇蓬田会員 

【越水ガバナー補佐 ようこそ】 

◇親松会員【免許証書き換えして来ました！次はどうかな？】 

◇梶会員【7月10日は納豆の日です】 

◇長瀬会員【明日は納豆ナットウの日ですね】 

◇山下会員【無事帰ってきました】 

◇青戸会員 ◇碓井会員 ◇宇津木会員 ◇梅澤会員 

◇大石会員 ◇木村会員 ◇佐々木会員 ◇鈴木豊成会員 

◇中山会員 ◇花輪会員  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 

◇川﨑会員【本年度も五大奉仕宜しくお願いいたします】 

                  ご協力有難うございました。 

【就任挨拶】 

◆鈴木 昭弘会長 

今年の方針としては、[原点と進化--次

の１０年を見据えて--]ということです。 

今年度は 30 周年ということもあり、今ま

で培ってこられた諸先輩への感謝とロー 

タリー活動の原点を見据えつつ、また会 

場へ来なくても例会を開催できるようなシステム作りを進めてい

きたいと思います。 

〈実施計画〉 

1.30周年記念行事の成功させたい 

2.会員基盤の強化をはかり、実質 5名の新会員増強 

3.他クラブや団体と垣根を超えた交流を活発に行う 

4.Zoomなどの媒体を使った会場と一体化したハイブリッド例会

の実現（医療関係会員にいたっては、コロナ渦で例会に参

加が難しいことや、ご体調不良で静養中の会員のオンライン

例会参加ができる） 

5.マイロータリーへの登録促進。今年度納涼会がコロナ禍で

中止となり、その例会の機会を利用し、会員皆さんとスマホ

やタブレットを利用しながら登録を行いたい。 

6.米山記念奨学金を前年度以上に目標し、実現したい。 

※若輩者の会長ではございますが、一年間幹事共々頑張りま

すので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

  
〈入会者〉          〈紹介者〉        越水ガバナー補佐より 

上田昌行様        圓城寺広明幹事       ロータリーバッジ装着 

 

   
梅澤馨 出席委員長   青戸慶太 社会奉仕委員長  碓井 R財団委員長 

 



◆圓城寺 広明 幹事 

コロナ禍で会員各位におかれましては、

ワクチン接種が進んでおられることと思

いますが、引き続き例会活動での感染

予防対策を講じながら、親睦・奉仕活

動を推進したいと思います。 

また、ハイブリッド例会を秋頃にはすすめていき、コロナ禍など

の対策を練り、各委員長とスムーズにクラブ活動を行って、鈴

木会長の支援をしていきたいと思います。 

今年入会 5 年目のロータリー会員で、まだまだ分からないこと

が多いですが、鈴木会長からの推しで幹事を仰せつかり、幹

事の仕事を通じ改めてロータリーを勉強させていただいており

ます。今年一年よろしくお願いいたします。 

◆宇津木 茂夫 クラブ奉仕委員長 

クラブ奉仕委員会は、５大奉仕の中

で最も基礎的な委員会です。コロナ

禍ではありますが、基本的な活動で

規律ある例会や親睦会を開けるよう

に各委員会と協力して実現したいと 

考えております。一年間よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆青戸 慶太 社会奉仕委委員長 

ロータリーの基本となる社会奉仕活動

を積極的に行っていきたいと計画して

おります。 9月は新百合ヶ丘駅周辺の

清掃活動。4 月の桜まつりの麻生川周

辺清掃活動は、昨年、今年ともにコロ 

ナ禍で中止になってしまいましたが、ぜひ今年度は行えれば

いい思っておりますので開催を期待しております。 

その他、何か奉仕活動があれば皆さまの方からご意見を頂き、

行っていきたいと思っております。 

 

※山下俊也会員コメント 

「1か月ぶりに例会に出席できるようになり

ました。無事に手術も終わり退院いたしま

した。元気は 60％位に戻っており、あとは

努力して戻したいと思っております。」 
 

【四つのテスト】                 山下 俊也 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：大石 佳委員 

 

 

 

 

 


