第 1348 回 例会記録 2021 年 7 月 16 日（金） S.A.A.委員長 志村 幸男
【開会点鐘】 鈴木 昭弘 会長 【S.A.A.】 佐藤 忠博 委員

---2020-2021 年度 出席率 100％会員の皆様---

【例 会 場 】 ホテルモリノ
【 ソ ン グ 】 ロータリーソング『我等の生業』
【ゲスト・ビジター紹介】

鈴木 昭弘 会長

◆古澤 利夫様（川崎百合丘ＲＣ会長）↓写真左
親松明会員

◆山口 篤様（川崎百合丘ＲＣ幹事）↓写真右

鈴木憲治会員

◆徐 菁一さん（米山奨学生）

梅澤馨会員

蓬田忠会員

大野勉会員

宇津木茂夫会員

木村良三会員

圓城寺広明会員

古澤利夫様ご挨拶 「実は幹事をやらずに会長を拝命いたし
まして、皆様にご指導いただきたいと思っております。本年度
は貴クラブが30周年を迎えられるとのこと、お隣のクラブです
ので出来る限りのご協力をさせて頂きたいと思います。一年間
幹事ともども宜しくお願いいたします。」

【2020-2021年度 出席率100％会員表彰】
圓城寺 広明 前年度出席委員長

【会長報告】

鈴木 昭弘 会長

１． ガバナー事務所より、2020-21

〈30回〉親松明会員、鈴木憲治会員 〈16回〉梅澤馨会員、

R 米山奨学事業への地区目標

蓬田忠会員、鈴木眞一会員 〈15回〉大野勉会員 〈8回〉鈴

達成のお礼状が届いております。

木昭弘会員 〈5回〉宇津木茂夫会員 〈4回〉木村良三会員

◆地区目標

〈１回〉園城寺広明会員、川崎航会員（欠席）

会員１人当たり 25,000 円

●鈴木昭弘今年度会長より記念バッジが贈呈されました。

（普通寄付 5,000 円 特別寄付 20,000 円）

【お見舞い】 しばらくの間入院、手術をされ、先日退院され
た山下会員へお見舞いをお渡ししました。

◆１人当たりの寄付金額 27,421 円 ※全国 1 位を達成
２．“ハイライトよねやま 256 号”発行のご案内。

第 １ ３ ４ ９ 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 １ ３ ５ ０ 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
第 １ ３ ５ １ 回 例会 ８月２７日（金）〈マイロータリー〉登録セミナー 百合ヶ丘カントリー倶楽部
［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

TEL：044-953-5111
TEL：044-966-1300
TEL：044-951-1322

３．“社会を明るくする運動”麻生区推進委員会より、書面表

◇大野会員【古澤会長 山口幹事ようこそ】 ◇親松会員【古

決書の結果報告が届いております。

澤会長 山口幹事ようこそ。一年間頑張ってください】 ◇梶会

◆すべての議題について、過半数の賛成をもって可決

員【ツユあけました】 ◇志村会員【梅雨が明けたようです】

４．川崎市生涯学習財団より、『講座のご案内』パンフレット

◇鈴木憲治会員【梅雨が明けたようです。古澤会長 山口幹

が届いております。 ※テーブル資料に添付しております

事ようこそ】 ◇長瀬会員【つゆ明けですかね！これからあつ

ので興味のある方はお持ち帰り下さい。

い日が続きますよ】 ◇蓬田会員【川崎百合丘RC会長・幹事よ

５．川崎市美化運動実施麻生支部より、第４２回市内統一

うこそ】 ◇碓井会員 ◇宇津木会員 ◇梅澤会員 ◇木村会

美化活動実施のご案内。９月２６日（日）9:00～12:00 迄

員 ◇栗田会員 ◇鈴木豊成会員 ◇中山会員 ◇花輪会員

※会長幹事会(7/14)報告

◇森会員

●当クラブの担当月：2022 年３月９日。今年度より会長幹事会

【就任挨拶】

の報告書を提出。毎月末の会員数増減を G 補佐に連絡。

◆中山 隆弘 職業奉仕委員長

●ガバナー公式訪問の日程：当クラブは 2021 年１０月２２日、
クラブ協議会は１０月８日 ●今年度は交換留学生に関しての
分担金はなし。●今年度から地区クラブ管理運営委員会に名
称変更。委員は G 補佐をアシストし、G 補佐より推薦を受ける。
●次年度以降のガバナー補佐：2022-23 年度は川崎百合丘
RC より、‥‥‥2025-26 年度が当クラブより輩出。

今回初めて就任いたしましたが、去年は
コロナ禍で活動がありませんが、今年度も
未定になっております。今年度の RC テー
マ「奉仕しよう みんなの人生を豊かにす
るために」ということで、実行できるアドバイスを考えております
が、何かありましたらご意見をお願いいたします。

※会長よりお知らせ
8 月 27 日は、本来は納涼会を予定しておりましたが、あいにく
コロナ禍のため、残念ながら本年度開催を見送りました。その
代わりとして「マイロータリー」登録セミナーを実施いたします。

【幹事報告】

以上、ご協力ありがとうございました。

◆鈴木 憲治 国際奉仕委員長
国際奉仕についてのロータリーの原点と
して、●世界平和を達成するための活動、
●人道的奉仕に基づいたボランティア活

圓城寺 広明 幹事

動、世界に広げる社会奉仕と考えており

★例会変更

ます。その理念を皆さんと共有し、一年間進めていきたいと思

◎川崎西ＲＣ 7/23（金）祝日休会

っております。また会長方針の「次の１０年を見据えて」というこ

◎川崎高津ＲＣ 7/22（木）祝日休会

とで、具体的な支援事業を検討したいと思います。●地区の

7/29（木） 第 5 週に付き例会なし

災害プロジェクトへの協力、また米山記念奨学と R 財団、そし

8/12（木） 休会
8/26（木） 通常夜間例会 ホテルＫＳＰ 18:00 点鐘

てグローバル奨学生のサポートもしていこうと思っております。

◎川崎宮前ＲＣ ◎横浜南ＲＣ

マリリンからお便り

★会報着 ◎川崎北RC 第2931回（4/21）～第2938回（6/30）

2014-2015 にお世話をした青少年交換学生 マリリンさんから

★次週は祝日変更のため、また7月30日は規定により例会が

当時のホストファミリー 梅澤会員、鈴木豊成会員、それと私に

ありませんのでご注意ください。次回例会は8月6日となります。

絵葉書が届き

また梶会員の誕生日当日例会となります!!

ました。

【出席委員会】

志村 幸男 会員

梅澤 馨 委員長
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【ニコニコ委員会】

修正

出席率
72.4％

宇津木茂夫 クラブ奉仕委員長

第 1348 回：20 件 寄付合計￥40,000
●お客様 ◇古澤利夫 川崎百合丘ＲＣ会長【コロナ渦の中す
みません。本年度1年間よろしくお願いいたします。】
◇山口篤 川崎百合丘ＲＣ幹事【今日はお世話になります。】
●会員 ◇鈴木昭弘会長 ◇圓城寺広明幹事【川崎百合丘
RC古澤会長・山口幹事ようこそ】

【四つのテスト】
蓬田忠 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

