第 1350 回 例会記録 2021 年 10 月 1 日（金） S.A.A.委員長 志村 幸男

【休会中の会長幹事報告】
■8 月 20 日(金)
会長報告
1、 ガバナー事務所より、『クラブ米山記念奨学委員長会
議』 開催のご案内が届いております。
９月１０日（金） 15:00～17:00

ソシア 21

※鈴木豊成米山委員長ご出席予定
2、 ロータリー日本財団より、年次基金寄付（2020.12.11～
2021.2021.6.4 分）の確定申告用領収証が届いておりま

幹事報告

す。 ※例会再開時お渡し予定

《緊急事態宣言延長（9/12）迄 例会取り消し》

3、 Ｒ米山記念奨学会より、『ハイライトよねやま 257 号』のご

川崎ＲＣ／川崎幸ＲＣ

案内が届いております。
4、 麻生区区制 40 周年記念事業実行委員会より、実行委
員会書面開催へ変更のご案内が届いております。

横浜あざみＲＣ

川崎西北ＲＣ

幹事報告
《緊急事態宣言発出に伴う例会取り消し》
川崎大師ＲＣ

《緊急事態宣言発出による 9 月例会取り消し》

《例会変更》

８月２４日（火）開催予定分

川崎西ＲＣ

川崎百合丘ＲＣ／川崎高津ＲＣ／川崎高津南ＲＣ／

9/ 3（金）
8/18（水）

9/16（木）⇒9/17（金）変更 移動例会
東京国際ゴルフ倶楽部レストラン 17:30 点鐘

9/10（金）
8/25（水）

9/2（木）通常例会 9/9（木）通常例会

9/30（木） 通常例会
《例会休会中の会長・幹事報告 2021-22 年度 9 月》

■8 月 27 日(金)
会長報告

9 月 3 日(金)

5、 ガバナー事務所より、

第 3 回定例理事会報告
出席 役員：4 名

〇地区大会チャリティーゴルフ大会のご案内。
10 月 18 日（月）

相模カンツリー倶楽部

参加費 12,000 円(チャリティー費込み)
〇『アクトの日』開催のご案内が届く。 9 月 11 日（土）

理事：3 名

【議 題】
① 社会奉仕活動（新百合ヶ丘駅周辺の清掃活動）につい
て・・・《承認》

青戸社会奉仕委員長より

午前の部 10:00～11:00 オンラインディスカッション

・日時

午後の部 13:30～14:00 清掃活動ライブ配信

・集合場所：昭和音大中庭（公園）入口

：9 月 26 日（日）午前 10 時

※登録締め切り 9 月 8 日（水）参加ご希望の方は事務

・川崎百合丘 RC と合同実施

局までご連絡をお願いします。

・飲み物（ペットボトル）配布予定

6、 米山梅吉記念館より、『賛助会ご入会のお願い』と館報
が届いております。
7、 麻生区区制 40 周年記念事業実行委員会世話人会よ
り、実行委員会書面開催のご案内が届いております。

川崎大師ＲＣ／川崎マリーンＲＣ／川崎北ＲＣ／川崎

計7名

② その他

“説明報告”

鈴木憲治式典委員長より

・創立 30 周年行事 進捗状況説明
・R 財団グローバル奨学生 森田 大様の近況報告・・・
米国で勉強を始めました。

会長報告

15、 川崎・しんゆり芸術祭 2022 実行委員会より、第 1 回実行

8． 9 月のＲＩレート 1 ドル＝１１０

委員会開催のご案内が届いております。

9. ガバナー事務所より、

9 月 30 日（木） 18:30～20:00 新百合 21 ホール

〇第 2750 地区主催「世界ポリオデー・トレインジャック」
プロジェクトに他 3 地区と共催するとのご案内。
◆10 月 18 日（月）～24 日（日）

幹事報告
《緊急事態宣言発出に伴う（9/12）迄 例会取り消し》
川崎西北ＲＣ

9/17（金） 移動例会 ⇒ 延期

◆JR 東日本の全ての女性専用車及び南武線、横浜線の 1
編成の中刷り広告

9/30（金） 通常例会予定
川崎高津ＲＣ

9/16（木） 例会中止

〇R 文庫の検索マニュアルが届いております。 ※資料のコ 《緊急事態宣言発出による 9 月例会取り消し》
ピーは月刊誌と一緒に郵送にてお送りいたします。
川崎とどろきＲＣ/川崎中央ＲＣ/川崎宮前ＲＣ/横浜南央ＲＣ
10、 Ｒ米山記念奨学会より、「米山月間資料」送付遅延のご連
絡が届く。※9 月 24 日（金）以降順次発送予定
11、 “社会を明るくする運動”麻生区推進委員会より、「少年サ
ッカー教室」開催中止のご案内が届いております。
12、 麻生区区制 40 周年記念事業実行委員会世話人会より、
実行委員会書面開催のご案内が届いております。
徐菁一さんへ９月の奨学金をお渡ししました

■９月１７日(金)
会長報告
16、 ガバナー事務所より、『米山カウンセラー研修会』開催の
ご案内が届いております。
１０月 5 日（火） 15:00～17:30 ホテルプラム 3F『ジョル
ジュ・サンク』 ※宇津木カウンセラーご出席予定
17、 R 米山記念奨学会より、“ハイライトよねやま 258 号”のご
案内が届いております。
18、 川崎西北ロータリークラブより、第 2 回会長・幹事会 再
延期のお知らせが届いております。
9 月 22 日（水） ⇒ 10 月 6 日（水）18:00～ 登戸 柏屋
19、 社会を明るくする運動”麻生区推進委員会より、今年度
の寄付依頼中止のご連絡が届いております。ます。

幹事報告
《緊急事態宣言発出に伴う（9/12）迄 例会取り消し》

幹事報告

川崎西ＲＣ

9/17（金）、9/24（金） 例会取り消し

川崎西北ＲＣ

9/30（木） 例会取り消し

《緊急事態宣言発出に伴う（9/12）迄 例会取り消し》

川崎ＲＣ／川崎北ＲＣ／川崎大師ＲＣ／川崎幸ＲＣ／川

川崎西北ＲＣ／川崎とどろきＲＣ

崎鷺沼ＲＣ

《緊急事態宣言発出による 9 月例会取り消し》
川崎中ＲＣ

■９月１０日(金)

■９月２４日(金)
会長報告
20、 横浜市営地下鉄 3 号線延伸早期完成期成同盟会より、

会長報告

“メトロの風ニュース第 6 号”が届いております。

13、 ガバナー事務所より、『地区 R 財団セミナー』開催のお知

※10 月 1 日（金）配布予定

らせが届いております。
１０月８日（金）15:00～17:30 リモート（ZOOM での会議）

21、 社会福祉法人神奈川県共同募金会より、“赤い羽根”共
同募金への協力お願いが届いております。

※鈴木昭弘会長と碓井 R 財団委員長ご出席予定

幹事報告
14、 R 米山記念奨学会より、広報委員会の委員への委嘱状が ◆記念誌着
届いております。
◆会報着

〇川崎ＲＣ 創立 70 周年記念誌

鈴木憲治会員 広報委員会委員（R 米山記念奨学会の専

〇川崎北ＲＣ

門委員会の一つ）

〇川崎中原 RC

第 2939 回（7/7）～第 2942 回（7/28）
第 1507 回（7/15）～第 1510 回（9/2）

【開会点鐘】

鈴木 昭弘 会長

【S.A.A.】

碓井 美枝子委員

【例 会 場 】
【ソ ン グ】

ホテルモリノ
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
９月・１０月に記念日を

◆地区米山

迎えた会員

学友委員
大野 勉 様

圓城寺幹事へ見舞金

（当クラブ会員）

【第４回理事・役員会報告】

◆米山奨学生
じょ

鈴木 昭弘 会長

せいいち

徐 菁一 さん
【９月・10 月の誕生日・記念日】

鈴木 昭弘 会長

１．クリスマス家族会について
長瀬親睦委員長より
長瀬 敏之 親睦委員長

〈会員〉雪井洋子会員(9/13)、木村良三会員(9/17)、
佐々木範行会員(9/21)、栗田将弥会員(9/24)、

規模を縮小して開催予定。コロナの感染状況をみながら
親睦委員会にて今後詳細を決める。【承認】
２．指名委員会発足について

鈴木憲治会員(9/26)、長瀬敏之会員(9/24)、

鈴木昭弘会長より

佐々木範行会員(9/21)、栗田将弥会員(9/29)、

直前会長に依頼済み。【承認】

10月中に指名委員会の発足を蓬田

大石佳会員(10/9)、梅澤馨会員(10/13)、

３．お休み中の会費対応について。【承認】

佐藤忠博会員（10/28)

４．清掃活動等使用のビブスについて

〈奥様〉中山隆弘会員夫人 理紗様、

鈴木昭弘会長より フジマキネクタイへ50着注文 【承認】

川﨑航会員夫人 麻里子様、

【会長報告】

【代表して木村良三会員コメント】

１．10 月の RI レート 1 ドル=112 円

（9 月 17 日例会当日賞）

２． ガバナー事務所より

「プレゼントを有難うござます。マス

〇地区大会のご案内

クのない生活を懐かしく感じます。

・第 1 日目 11 月 26 日(金)

今年 52 歳になりました。よろしくお

会長・幹事 会場参加。

願い致します。」

【委嘱状授与】

鈴木 昭弘 会長

米山記念奨学会より鈴木憲

・第 2 回目 11 月 27 日（土）
会長・幹事 会場参加

会員 You Tube 視聴

〇R 財団月間（11 月）卓話実施のお願いが届いております。

治会員へ 2021 年度広報委

※2022 年４月１５日㈮地区委員による卓話を依頼しました。

員会委員の委嘱状が届き、

〇各クラブの公式ロゴ提供のご案内が届いております。

会長より渡されました。

10 月 4 日（月）～10 日(日)の間 順次

【お見舞い】

【幹事報告】

足の骨折で入院されていた

圓城寺 広明 幹事

★例会変更

圓城寺幹事へお見舞いをお
渡ししました。

鈴木 昭弘 会長

鈴木憲治会員(右)

【委嘱状授与】

◎川崎西 RC 10/29 休会
◎川崎西北RC 10/7（木）、10/14（木）通常例会 招聘卓話

第 １ ３ ５ １ 回 例会 １０月 ８日（金）Ｇ補佐来訪クラブ協議会
第 １ ３ ５ ２ 回 例会 １０月１５日（金）地区 R 財団セミナー報告
第 １ ３ ５ ３ 回 例会 １０月２２日（金）ガバナー公式訪問

ホテルモリノ
ホテルモリノ
ホテルモリノ

［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

10/21（木）通常例会
フォーラム 50 周年記念事業
10/28（木）通常例会 会員卓話
◎川崎高津RC 10/21（木）通常例会
12:30点鐘 ホテルＫＳＰ
◎川崎RC ◎川崎大師RC
梅澤馨委員長

★例会形式変更

宇津木茂夫委員長

鈴木豊成委員長

◎川崎マリーンRC 10/7(木)よりハイブリッド例会へ

【ロータリー財団委員会 メッセージ】 碓井 美枝子 委員長

★ガバナー公式訪問につき ガバナー、ガバナー補佐来訪

◇鈴木昭弘会員【例会再開です】

10月8日(金)ガバナー補佐来訪、クラブ協議会13：45～椿の間

◇川﨑航会員【お久しぶりです】

10月22日(金)ガバナー公式訪問

◇鈴木憲治会員【久しぶりの例会です。
コロナに気を付けて頑張りましょう】

11：20 会長、幹事、会長エレクトにてお出迎え
11：30～11：40 ガバナーとG補佐の打合わせ

◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員

11：40～12：10 ガバナー、G補佐、会長、幹事、会長エレク

◇木村良三会員

ト、増強委員長、８Fのラウンジにて打合せ。

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】

12：20 例会場にて拍手でお出迎え

◇鈴木昭弘会員【例会再開です】

12：30～ 通常例会 ガバナー卓話 例会終了後写真撮影。

◇大野勉会員【本日はよろしく】
◇鈴木憲治会員【久しぶりの例会です。まだまだコロナ

※両日とも全員の参加をお願いいたします。

【出席委員会】

梅澤 馨 委員長
修正

例会

会員

出席

欠席

1350 回

29

20

9

1349 回

29

23

6

1

82.8％

1348 回

29

21

8

5

89.7％

出席率
69.0％

第 1346 回(件数)

合 計

ニコニコ委員会

18 件

￥22,000

ロータリー財団委員会

6件

￥49,600

米山記念奨学委員会

8件

￥85,000

【ニコニコ委員会 メッセージ】
●お客様

注意していきましょう】
◇鈴木豊成会員【久しぶりです】
◇蓬田忠会員【新酒を飲んで頑張りましょう】
◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 ◇木村良三会員
ご協力有難うございました。

【親睦委員会】

長瀬 敏之 委員長

〈12 月 24 日クリスマス家族会について〉

【各委員会寄付】
委員会

鈴木 豊成 委員長

宇津木茂夫 クラブ奉仕委員長

◇川崎麻生RC 大野勉様【しばらくです】

規模を縮小して何とか開催したいと思っ
ています。楽しみにしている家族がいると
思います。万一、お酒が提供できない場
合は、会員だけの食事会になります。
来月に親睦委員で集まって話し合いを重
ねたいと思います。

【米山月間卓話】

地区米山学友委員 大野 勉 会員

●会員

今月は米山月間ということでお話を

◇鈴木昭弘会長【例会再開です宜しくお願い致します】

させて頂きます。今回は各地区の委

◇圓城寺広明幹事、◇碓井美枝子会員、◇親松明会員、

員長の卓話は自粛しております。

◇川﨑航会員、◇鈴木豊成会員、◇花輪孝一会員、

今年度初めからの報告として

◇蓬田忠会員【お久しぶりです】

2021.07.08 米山奨学委員会全体会

◇梶俊夫会員【圓城寺さん、納税表彰式所長感謝状おめでとう】
◇鈴木憲治会員【久しぶりの例会です】
◇長瀬敏之会員
【久しぶりの例会 台風で来るのが嫌になりました。】
◇梅澤 馨会員 ◇大石 佳会員 ◇木村 良三会員
◇中山隆弘会員 ◇山下俊也会員
以上、ご協力ありがとうございました。

議があり、その後ズームによる会議
となりました。現在の奨学生 37 名、
対面での顔合わせができておりません。奨学生同士で会う機
会がなく、奨学生としての活動ができない状態です。

【広報委員会】

大野 勉 委員長

「ロータリーの友」14 ページ、昨年度の寄付額が出ています。
当クラブはトップですが、2590 地区は一人当たりの寄付額が
多いということです。16 ページに米山梅吉記念館のことが載っ

ています。当クラブは新会員が多数いますので、ぜひ行って
学んで頂きたいと思います。
[マンスリー]の４ページに米山月間につき各委員長さんのコメ
ントが載っています。また、皆様にお配りした「豆辞典」をよく
お読みください。以上、宜しくお願いいたします。

有難うございました

【四つのテスト】

中山 隆弘 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：川﨑 航委員

◇写真：木村 良三委員

