
第１３５２回例会 １０月１５日（金）地区Ｒ財団セミナー報告  百合ヶ丘Ｃ.Ｃ． 

第１３５３回例会 １０月２２日（金）ガバナー公式訪問      ホテルモリノ 

第１３５４回例会 １１月 ５日（金）定例理事会           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 

【例 会 場 】 ホテルモリノ 

【 ソ ン グ 】 ロータリーソング『それでこそロータリー』 

【ゲスト・ビジター紹介】         鈴木 昭弘 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

【越水詞郎様ご挨拶】 

「緊急事態宣言が解除され、ほとんどのクラブ 

では例会が再開されております。ガバナー公 

式訪問も8月９月は中止になりましたが、麻生 

RCクラブは10月22日公式訪問があります。今日はそれに先立

つクラブ協議会で伺いました。皆さんにご意見などをお聞きし

たいと思っておりますので宜しくお願いいたします。」 

【会長幹事会報告】              鈴木 昭弘 会長 

ガバナー公式訪問について 緊急宣言中はガバナー事務所

にて面談に出席、日程変更のクラブもある。 

地区大会 出席対象者は会長、幹事、女性会員、だが流動的。 

世界ポリオデーについて この辺では南武線車内に10/18-24，

エンドポリオの中吊り広告が出る。 

次年度ガバナー補佐 （持ち回り）百合丘RCの渡邊辰夫様に。 

地区卓話バンク 活用また登録をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会長報告】        鈴木 昭弘 会長 

１．ガバナー事務所より、 

○ガバナー公式訪問のご案内。  

・10月 22日（金）  

・同行者  地区副幹事 鐘
しょう

 上智
じ ょ う ち

 様 

○『第 50回ロータリー研修会記念講演』のお誘いが届く。 

・日時：12月 8日（水） 15:00～16:45 

・会場：メルパルクホール ※会場参加は登録のクラブ会長のみ 

・講演：『ポストコロナの生命哲学』 

講演者 福岡伸一氏（青山学院大学教授） 

※鈴木昭弘会長 ZOOMで参加予定 

※一般会員は ZOOMで参加可能 

○地区大会チャリティーゴルフ大会組合せ表が届く。 

※参加者 11名に配布済み 

○2022-23年度Ｒ財団奨学生募集開始のご案内が届く。 

※ＨＰへの掲載は 10月 14日（木）の予定 

○クラブ社会奉仕委員会へのアンケート調査依頼。 

“クラブ社会奉仕委員会動向や奉仕活動状況について”  

10月末締め切り  ※青戸社会奉仕委員長報告予定 

２．川崎・しんゆり芸術祭 2022実行委員会より、鈴木昭弘会

長へ実行委員会委員への委嘱状が届いております。 

 

 

 

 

 

 
［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 1351 回 例会記録 2021 年 10 月 8 日（金） S.A.A.委員長 志村 幸男 

 

  

       
◆越水詞郎  

第 3Gガバナー補佐 

（川崎西 RC） 

 

   

 

じ 

◆棚部哲男 地区クラブ 

管理運営委員会第 3G担当 

（川崎西 RC） 

 

✿米山奨学生 

徐 菁一さん 

じ 

  

じ 

  

じ 



【幹事報告】      圓城寺 広明 幹事 

★例会変更 

◎川崎とどろきＲＣ ◎川崎中ＲＣ  

◎川崎宮前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 

1351回 29 18 11  62.1％ 

1350回 29 20 9 4 82.8％ 

1349回 29 23 6 1 82.8％ 

【各委員会寄付】             

委員会 第 1351回(件数) 合 計 

ニコニコ委員会    17件 ￥20,000 

ロータリー財団委員会    １件 ￥11,200 

米山記念奨学委員会    ２件 ￥15,000 

【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 

◇川崎西RC 越水詞郎 第3Gガバナー補佐 

◇川崎西RC 棚部哲男 地区クラブ管理運営委員会第3G担当 

【本日は10月22日のガバナー公式訪問に先立つクラブ協

議会に、地区クラブ管理運営委員会、第3G担当の棚部哲

男委員と共に出席させて頂きます。宜しくお願い致します】 

●会員 

◇鈴木昭弘会長 ◇圓城寺広明幹事 ◇大野勉会員 

◇志村幸男会員 ◇山下俊也会員 ◇蓬田忠会員 

◇鈴木憲治会員 

【越水ガバナー補佐、棚部様今日は宜しくお願いします】 

◇青戸慶太会員 ◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 

◇親松明会員 ◇木村良三会員 ◇栗田将弥会員 

◇鈴木豊成会員 ◇長瀬敏之会員  

以上、ご協力ありがとうございました。 

【R 財団委員会 メッセージ】 鈴木 憲治 国際奉仕委員長 

◇鈴木昭弘会長【越水 G補佐、本日宜しくお願い致します】 

        ご協力有難うございました。 

※昨年 10月から麻生区選挙管理委員になりました。31日の 

選挙にはぜひ投票所へお越しください。 

【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 ◇蓬田忠会員  

【越水 G補佐、本日宜しくお願い致します】          

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 

今月の予定 

１０月８日（本日） クラブ協議会 

１０月１５日 地区 R財団セミナー報告 

会場：百合ヶ丘カントリー倶楽部 

１０月２２日 ガバナー公式訪問 

【周年行事実行委員会】 大野 勉 委員長 

次週１６日(土)１８：００より、「とん鈴」にて 

川崎麻生RC３０周年の実行委員会議を 

行いますので、ご承知おきください。 

【四つのテスト】     宇津木 茂夫 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：木村 良三委員 

 

 

     

 

 

 

 

  2021-2022 クラブ協議会（８F 椿の間にて） 
敬称略 

開会の言葉 

会長挨拶 

クラブ委員会活動計画発表 

1）会長 

2）幹事 

3）会場監督委員長代理 

4）クラブ奉仕委員長 

5）雑誌広報委員長 

6）会員増強・職業分類委員長 

7）会員選考委員長 

8）出席委員長 

9）親睦活動委員長 

10）プログラム委員長 

11）研修委員長 

12）クラブ会報委員長 

13）職業奉仕委員長 

14）社会奉仕委員長 

15）国際奉仕委員長 

16）Ｒ財団委員長代理 

17）米山記念奨学会委員長 

18）青少年奉仕委員長 

まとめ 

閉会の言葉 

 

 

   

圓城寺広明 幹事 

鈴木 昭弘 会長 

 

鈴木 昭弘 

圓城寺広明 

圓城寺広明 幹事 

鈴木昭弘 会長 

 

鈴木昭弘 

圓城寺広明 

木村良三 

宇津木茂夫 

大野勉 

親松明 

鈴木憲治（兼任） 

梅澤馨 

長瀬敏之 

青戸慶太（兼任） 

蓬田忠 

山下俊也 

中山隆弘 

青戸慶太（兼任） 

鈴木憲治（兼任） 

佐藤忠博 

鈴木豊成 

川﨑航 

越水詞郎ガバナー補佐 

宇津木茂夫会長エレクト 

 

   

 


