
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 

第１３５５回例会１１月１２日（金）招聘卓話       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 】 百合丘カントリー倶楽部 

【 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 

◆米山奨学生 徐
じ ょ

 菁一
せいいち

 さん ※本日１０月１５日は誕生日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会長報告】        鈴木 昭弘 会長 

１．ガバナー事務所より、 

〇ロータリー広報記事掲載のご案内が 

届いています。 

・10月 22日（金） 日経新聞 

・辰野克彦ＲＩ理事のインタビュー形式で。 

〇『地区米山学友会総会』開催のご案内が届いています。 

・日時：10月 30日（土） 13:00～ 

・オンライン（ＺＯＯＭ）  ※米山奨学生 徐さん参加 

2．Ｒ米山記念奨学会より“ハイライトよねやま 259 号”のご案内。 

3．川崎百合丘ＲＣより『第３回会長・幹事会』開催のご案内。 

11月 10日（水）  18:00～ ホテルモリノ７Ｆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【幹事報告】 報告は特にありません。 圓城寺 広明 幹事 

「来週はガバナー公式訪問で、ガバナー入場が 12時 20分

の予定ですので、12 時までにお越しください。ネクタイは赤

または青、バッジ、エンブレム、を着用。会長・幹事・増強委

員長・会長エレクトは 11時にお集まりください。」 

【出席委員会】            梅澤 馨 委員長 

例会 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1352回 29 18 11  62.1％ 

1351回 29 18 11 3 72.4％ 

1350回 29 20 9 4 82.8％ 

【各委員会寄付】             

委員会 第 1352回(件数) 合 計 

ニコニコ委員会    16件 ￥16,000 

ロータリー財団委員会 2件 ￥4,000 

米山記念奨学委員会    3件 ￥12,000 

【ニコニコ委員会 メッセージ】 宇津木茂夫 クラブ奉仕委員長 

◇圓城寺広明幹事【百合ヶ丘カントリー 久しぶりです】 

◇大野勉会員【昨日米山全体会議に行って来ました】 

 

 

 

 

 

 
［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 1352 回 例会記録 2021 年 10 月 15 日（金） S.A.A.委員長 志村 幸男 

  

 

 

 

おめでとうございます 

 

会長よりケーキを 

プレゼント 

 

宇津木カウンセラーより 

花束を 



◇栗田将弥会員【寝坊しました】 

◇佐藤忠博会員【鈴木憲治さん先週は 

ありがとうございました】 

◇鈴木昭弘会長 ◇宇津木茂夫会員  

◇上田昌行会員◇梅澤馨会員  

◇親松明会員 ◇梶俊夫会員 

◇鈴木憲治会員 ◇鈴木豊成会員  

◇中山隆弘会員 ◇長瀬敏之会員  

◇森茂則会員 ◇蓬田忠会員 

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 

◇大野勉会員 ◇親松明会員 

◇鈴木憲治会員 

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】  

             鈴木 豊成 委員長 

◇大野勉会員 ◇親松明会員 

ご協力有難うございました。 

【ロータリー財団セミナー報告】  鈴木 昭弘 会長 

日時：10月 8日(金) 15：00～17：00 

オンライン（ZOOM） 本部はソシア２１ 

始めに小倉正ガバナーのご挨拶

があり、つぎに露木パストガバナ

ーの「ロータリー財団の概要」、つづ

いてロータリー平和センター委員

長による「同センタープログラムにつ

いて」お話がありました。 

その中で会議や質疑応答はリモートで行う旨、説明があり

ました。12 月 9 日の会議についても会長エレクトは出席

義務、とのことです。 

次にポリオプラス委員長・新川様より「ポリオの現状につ

いて」の話があり、2010 年台前半までは生ワクチンによる

経口摂取でしたが、現在は注射による接種で行われている

ということです。現在、パキスタンとアフガニスタンにま

だポリオが発生しているようです。 

過去４年間の症例数として、 

パキスタン  アフガニスタン   合計 

2018年      12名       21名      33名 

2019年     147名       29名     176名 

2020年      84名       56名     140名 

2021年 9/21   1名        1名       2名 

しかしアフガニスタンでのクーデターなどで政情不安定

のなか、両国とも今後の見通しが危ぶまれています。 

「補助金の配分と R財団資金の使われ方」では R財団補助

金委員長の菊池様より「寄付金の振り分け」について、続い

て副委員長の斎藤様および加藤様より「地区補助金の概要」

「グローバル補助金の概要」について説明がありました。 

その中で、地区補助金は地区内・外を問わずクラブで実施す

る。◆予算上限 3000ドル（総額の 20％はクラブ負担）◆補

助金額はプログラム内容、クラブの寄付状況を加味して地

区で決定 ◆締め切り 2022年 3月中旬 

その後、「グローバル補助金を活用したプロジェクト」、「地

区補助金との違い」などの説明がありました。 

休憩をはさんで、奨学金学友・副委員長の河原様による

補助金による奨学生の目的意識や帰国後の貢献、また応募

の条件などの説明、また学友会会長・浅沼様の学友会の紹

介などがありました。 

次に資金管理委員会の山田様による「財務審査の要点」

の説明、また資金推進委員長・佐竹様による「寄付のお願

い」、「ポールハリスソサエティについて」のコーディネー

ター志村氏の話が続き、質疑応答や意見・要望のあと、金

子パストガバナーによる閉会挨拶で終了しました。 

約１時間半弱のセミナーで、改めてロータリー財団につ

いての勉強になりました。 

【ご挨拶】 米山奨学生 徐菁一さん 

本日は誕生日のお祝いとお花を頂き、 

感謝いたします。有難うございました。 

最近は大学の卒論と大学院の受験勉 

強をしています。残念ながら、1つの大 

学院受験は受かりませんでした。卒論は次回の卓話では発表

できると思います。今回の受験は自分の力が足りなかったの

で、より一層勉強にはげんでいきたいと思います。皆様の応援

をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【四つのテスト】                   森 茂則 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：森 茂則 副委員長  ◇写真：栗田 将弥 委員 

 

 

 

  

 

 


