
★第１３５０回例会８月２０日（金）休会 ★第１３５１回例会８月２７日（金）休会  

★第１３５２回例会 ９月 ３日（金） マイロータリー登録について  ホテルモリノ  （予定） 

 

 

【開会点鐘】 鈴木 昭弘 会長   【S.A.A.】 川﨑 航 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】         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 

〈会員〉鈴木眞一会員(1日)、梶俊夫会員(6日)、 

     宇津木茂夫会員(15日)、松浦健太郎会員(22日)、 

     山上剛史会員(23日) 

〈奥様〉鈴木憲治会員夫人 礼子様、 

松浦健太郎会員夫人 友美恵様、 

〈結婚記念日〉中山隆弘会員、圓城寺広明会員、松浦健太郎会員、 

【代表して 

梶 俊夫会員コメント】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【前年度 出席率100％会員表彰】    鈴木 昭弘 会長 

川﨑航会員へ第１回目の 

記念バッジを贈呈。 

 

 

 

 

 

【第２回理事・役員会報告】         鈴木 昭弘 会長 

１．30周年記念例会について 〈鈴木憲治式典委員長より〉 

  『記念例会（式典・祝宴）』として、開催の方向で進める。 

  コロナ感染状況により柔軟に対処していく。   【承認】 

２．社会奉仕活動(新百合ヶ丘駅周辺の清掃活動)について 

  〈青戸社会奉仕委員長より〉 創立30周年にあたり、9月

26日（日）市民統一美化運動日に川崎百合丘RCと近隣

団体とコラボを企画しました。            【承認】 

なお、作業着について、夏場の清掃に対応できるような

ベストと帽子に変えるため、購入することに決定。 

３．リモート例会の準備について 〈鈴木昭弘会長より〉 

Zoom例会の為、PC（ラップトップorタブレット端末）等 

機材の購入を進めていきたい。           【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 1349 回 例会記録 2021 年８月６日（金） S.A.A.委員長 志村 幸男 

 
今月、記念日を迎えた会員 

 
 

 

「今日は例会当日誕

生日祝いのケーキを

頂き、うれしいです。

本当に有難うござい

ました。」 

会長より奨学金をお渡しする 

徐 菁一さんコメント「これからも暑い日が続くので、体調管理をさ

れてください。皆さまのお蔭で介護職員初任者研修が無事に終

了しました。これからも頑張りますので宜しくお願い致します。」 
  

バッジ中央の 

数字は年数に 

よって様々 

（バッジ写真は

カタログより） 



４．緊急事態宣言発出時の例会について〈鈴木昭弘会長より〉  

緊急事態宣言発出された場合、例会は中止とする【承認】 

5．会報業務委託契約更新について  〈鈴木昭弘会長より〉 

  令和 3年 9月 1日から１年間の契約更新をする。 【承認】 

６．他地区被災地支援への義援金協力について  

〈鈴木昭弘会長より〉鈴木昭弘会長より 会員一名あたり

2,000 円程度 年度初めに一括しての納入 特別会計よ

り 58,000 円払出。                    【承認】 

【会長報告】                    鈴木 昭弘 会長 

１．８月のＲI レート １ドル＝１１０円 

２．国際ロータリー日本事務局より、上期分担金の請求書が

届く。1,008.00USD×110＝110,880円  8/5振込済み 

３．ガバナー事務所より、 

〇緊急事態宣言下のガバナー公式訪問は中止。 

※上半期で日程再調整を行う予定 

〇8月 3日の「クラブ奉仕プロジェクト」中止のお知らせ。 

〇緊急事態宣言下の米山奨学生への奨学金支給につ

いてのご案内が届いております。 

〇「第 19回ロータリー全国囲碁大会」の案内。 

10/2（土）9:30 登録 日本棋院本館 参加料 7,000円 

４．Ｒ米山記念奨学会より、『世話クラブ補助費』送金のお知

らせ。 送金日：7月 20日（火） ・補助費金額：45,000円

（2021年 4月から 1年分） 

５．川崎西ＲＣより、 

〇訃報  上形泰俊(ｳｴｶﾞﾀ ﾃｲｼｭﾝ)様 会長エレクト  

7月 28日ご逝去 享年 65歳 

〇第 3Ｇ人頭分担金振込依頼と報告。 

・クラブ一律 20,000 円  ・越水ガバナー補佐の慶弔

金として 120,000円お渡し 

６．川崎西北ＲＣより、第 2回会長・幹事会開催のお知らせ。 

9月 8日（水）  18:00～  登戸柏屋  7,000円 

７．“社会を明るくする運動”麻生推進委員会より、書面表決

の結果報告が届いております。 

８．麻生区区制 40 周年記念事業実行委員会世話人会より、

実行委員推薦依頼が届く。 

【幹事報告】                  圓城寺 広明 幹事 

★例会変更 【緊急事態宣言発出に伴う８月例会取消】 

川崎西ＲＣ／川崎西北ＲＣ／川崎百合丘ＲＣ／川崎高津ＲＣ 

川崎ＲＣ／川崎大師ＲＣ／川崎中央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Ｒ／ 

横浜あざみＲＣ／横浜南ＲＣ／横浜南央ＲＣ 

【オンライン例会】川崎マリーンＲＣ 

★会報着 ○川崎中原ＲＣ第1500回（4/1）～第1506回（7/1） 

○川崎とどろきＲＣ 第 981回（3/22）～第 1000回（6/21） 

 

 

 

 

 

 

★例会場変更  ○横浜あざみＲＣ 

      あざみ野「四季 花りん」  8月 4日（水）例会より 

※「緊急事態宣言」発令に伴い８月２０日、８月２７日の例

会は休会となります。 

【出席委員会】            梅澤 馨 委員長 

例会 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1349回 29 23 6  79.3％ 

1348回 29 21 8 5 89.7％ 

1347回 28 21 7 3 85.7％ 

【各委員会寄付】             

委員会 第 1349回(件数) 合 計 

ニコニコ委員会 19件 ￥19,000 

ロータリー財団委員会 6件 ￥43,000 

米山記念奨学委員会 4件 ￥35,000 

【ニコニコ委員会 メッセージ】        山上 剛史 委員長 

◇鈴木昭弘会長 ◇圓城寺広明幹事【コロナ気を付けて下さい】 

◇親松明会員【大野さん 先日はありがとうございました】 

◇梶俊夫会員【原爆の日＆誕生日】 

◇志村幸男会員【オリンピック日本頑張ってます】 

◇鈴木憲治会員【暑中お見舞い申し上げます。家内にバース 

デープレゼントの花有難うございました】 

◇長瀬敏之会員【おひさしぶりです】 

◇蓬田忠会員【熱中症にも気を付けましょう】 

◇碓井美枝子会員 ◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 

◇大石佳会員 ◇大野勉会員 ◇木村良三会員 

◇佐々木範行会員 ◇鈴木豊成会員 ◇花輪孝一会員 

◇山上剛史会員 ◇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】 碓井 美枝子 委員長 

◇鈴木昭弘会長【コロナ気を付けましょう】 

◇碓井美枝子会員 ◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 

◇川﨑航会員 ◇鈴木豊成会員 ご協力有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

   

    
梅澤馨 出席委員長      碓井美枝子 R財団委員長 



【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 

【コロナに気を付けましょう】 

◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員  

◇鈴木豊成会員  

ご協力有難うございました。 

【プログラム委員会】  青戸 慶太 委員長 

８月６日（本日） 理事役員会。 

８月 20日、２７日は 緊急事態宣言が 

発令のため休会。 

９月３日、麻生区長の卓話は中止、マイ 

ロータリーの登録方法についての講習。 

10日・17日は活動計画書通り。 

24日は⇒26日(日)に変更、区内清掃の日に合わせて、他クラ

ブや近隣のグループと一緒に清掃活動の予定。 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【雑誌広報委員会】  大野 勉 委員長 

横書 ロータリークラブと衛星クラブの 

違いが載っています。 

30ページ  

ロータリー米山記念事業基礎知識 

22ページ 日本のロータリー100周年について 

40ページ 2021-22年度の理事会メンバーについて 

42ページ 国際ロータリーと R財団の委員のお名前 

51ページ 地区別クラブ数の推移 2590地区は 62→54 クラブ 

縦書 63ページもご覧ください。 

 

【四つのテスト】                 佐藤 忠博 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：山下 俊也 委員長 ◇写真：大石 佳 委員 

   

   

   

 

暑 中 お見 舞 い申 し上 げます    


