第 1354 回 例会記録 2021 年 11 月 5 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.】 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
じょ

せいいち

徐 菁一 さん

今月、記念日を迎えた会員

【第５回理事・役員会報告】

鈴木 昭弘 会長

１．2022-23年度理事・役員候補者について、
蓬田指名委員長より

【承認】

２．クリスマス家族会について、長瀬親睦活動委員長より

【今月の誕生日・記念日】

長瀬 敏之 親睦委員長

〈奥様〉 大野勉会員 夫人順子様、 梅沢馨夫人 恵子様、
鈴木眞一会員夫人 知佐子 様、
〈結婚記念日〉花輪孝一会員、山上剛史会員、森茂則会員、
青戸慶太会員、長瀬敏之会員、上田昌行会員
【代表して大野勉会員コメント】

クリスマス家族会と新年例会 開催中止

３．鈴木昭弘会長より、奉仕活動用のビブスが出来上がりまし
た。代金は特別会計より払出予定。（末尾に写真あり）
４．鈴木昭弘会長より、オンライン例会用の PC が決まりました
。NEC ノート PC、代金は特別会計より払出予定。

【会長報告】

鈴木 昭弘 会長

「昨日、家内に誕生日の花を頂き有難

１．１１月のＲI レート １ドル＝１１４円

うございました。私も花を贈り、ホテル

２．ガバナー事務所より、

モリノの「赤坂離宮」で食事をし、お酒
を堪能しました。有難うございました。」

【お見舞い金】

【承認】

〇ガバナー方式訪問に対するお礼状が
届いております。
〇“卓話バンク”と“Web ロータリアンマップ”のご案内が届く。

鈴木 昭弘 会長
10 月に数日入院さ
れていた大野会員

※アクセスと登録方法のご案内はコピーをお配りいたしまし
た。ご確認頂きご活用お願いいたします。
〇『Ｒ財団メジャードナー顕彰午餐会』のご案内が届く。

へお見舞いをお渡

12 月 6 日（月） 9:00 登録開始

ししました。

対象者：鈴木憲治会員と梅澤馨会員⇒お二人とも欠席

第 １ ３ ５ ５ 回 例会 １１月１２日（金）徐菁一さん卓話
第 １ ３ ５ ６ 回 例会 １１月１９日（金）フォーラム
第 １ ３ ５ ７ 回 例会 １１月２７日（土）地区大会(11/26 の振替)

The Okura Tokyo

ホテルモリノ
百合ヶ丘カントリー倶楽部
パシフィコ横浜

［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．ホテルモリノ新百合丘より、開業 24 周年記念メニューのご
案内が届いております。
※11 月 27 日の地区大会終了後に、百合ヶ丘 RC と一緒に食
事会を予定しております。

【幹事報告】

梅澤馨 出席委員長

圓城寺 広明 幹事

宇津木茂夫クラブ奉仕委員長 鈴木豊成 米山委員長

★例会変更

【ロータリー財団委員会 メッセージ】 宇津木茂夫 クラブ奉仕委員長

◎川崎西北 RC ・11/25(木)11/27(土)振替

◇鈴木昭弘会長【地区大会への参加よろしくお願いします】

地区大会 ・12/2(木)移動例会 東京国際ゴルフ倶楽部レス

◇宇津木茂夫会員 ◇梅沢馨会員 ◇大野勉会員

トラン 17:30 点鐘

◇親松明会員 ◇木村良三会員 ◇鈴木豊成会員
ご協力有難うございました。

◎川崎百合丘RC ・11/30(火)11/27(土)振替 地区大会
◎川崎高津RC ・11/18(木)～11/19(金)親睦移動例会箱根湯
本「ホテル河鹿荘」 ・11/25(木)11/27(土)振替 地区大会
◎川崎高津南RC ・11/15(月)例会なし ・11/22(月)11/27(土)

【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【先日の G 公式訪問ご協力ありがとうございました。】
◇宇津木茂夫会員 ◇梅沢馨会員 ◇大野勉会員
◇親松明会員 ◇木村良三会員 ◇鈴木豊成会員

振替 地区大会

ご協力有難うございました。

◎川﨑RC ◎川﨑大師RC ◎川崎中央RC ◎川崎マリーン
RC ◎川崎北RC ◎川崎中RC ◎川崎鷺沼RC ◎川崎とどろ

【プログラム委員会】

きRC ◎横浜あざみRC

11 月 5 日（本日） 指名委員会発表

★例会案内

青戸 慶太 委員長

12 日 米山奨学生 徐さんの卓話

◎川崎中原RC 11/16(火)川崎市長福田紀彦様の卓話

【地区大会の案内】

11月27日（土）12：30点鐘、パシフィコ

横浜、集合は10：15 JR町田駅改札、

【出席委員会】

梅澤 馨 委員長
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29
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修正

出席率

26 日 27 日の地区大会へ振替

【親睦委員会】

長瀬 敏之 委員長

12月24日のクリスマス家族会については、

67.0％

規模縮小の形で予定をしていましたが、年

8

96.6％

内は会場収容人数の50％として要請とのこ

8

89.7％

とです。それは人数として70名程度になり、
会員の皆様にご迷惑をかけることになるので、中止といたしま

【各委員会寄付】
委員会

19 日 30 周年例会に向けてのフォーラム

した。1月7日の新年例会についても、無理が

第 1346 回(件数)

合 計

ニコニコ委員会

18 件

￥18,000

あるかと思われますので、中止といたしました。

ロータリー財団委員会

7件

￥49,800

【指名委員会】

米山記念奨学委員会

7件

￥48,000

【ニコニコ委員会 メッセージ】

山上 剛史 委員長

蓬田 忠 委員長

理事・役員候補者名（案） ◎会長エレクト

青戸
(クラブ奉仕委員長)

慶太

◎会長

宇津木茂夫

◇鈴木昭弘会長【秋もまっ盛り】

◎副会長

志村

幸男

◎社会奉仕委員長

鈴木

豊成

◇圓城寺広明幹事

◎幹事

木村

良三

◎職業奉仕委員長

森

茂則

◎副幹事

中山

隆弘

◎国際奉仕委員長

佐藤

忠博

◎会計

梅澤

馨

◎青少年奉仕委員長

山上

剛史

◎会場監督

碓井美枝子

◎理事（直前会長）

鈴木

昭弘

【ギックリ腰をしてしまいました】
◇梅沢馨会員【早く飲み会しましょう】
◇大野勉会員【昨日は妻の誕生日花を有難うございました
私からも生花と夜は赤坂離宮にて食事いたしました】

【雑誌・広報委員会】

大野 勉 委員長

◇木村良三会員【佐々木会員へ 本日ご欠席ですが、王禅寺
少年野球部へたくさんの飲料のご寄付感謝いたします】

〈ロータリーの友〉 横書き 7 ページ～、ロータリアンの方がイ

◇中山隆弘会員【1日15時間労働をしていたら、今週尿管結
石で救急搬送されました】

ジ～、次年度の国際大会がヒューストンで行われますので、読

◇青戸慶太会員 ◇宇津木茂夫会員 ◇大石佳会員
◇親松明会員

◇鈴木豊成会員 ◇長瀬敏之会員

ンドでのポリオワクチン投与の体験を話されています。20 ペー
んで頂きたいと思います。30 ページの「よねやまだより」に米山
学友の方の記事が載っています。41 ページ、2023－24 年度

◇長瀬敏之会員 ◇花輪孝一会員 ◇森茂則会員

の RI 会長のことが書かれています。43 ページに「地区別クラ

◇山上剛史会員 ◇山下俊也会員 ◇雪井洋子会員

ブ数・会員数一覧」が載っています。

◇蓬田忠会員

縦書きの 50 ページ、福島県いわき市での「感謝とエールのコ

以上、ご協力ありがとうございました。

ンサート」オンライン配信のことが載っています。58 ページに
は 2590 地区の方の俳句があります。
〈30 周年について〉 来年１月第一例会に最終決定をしたいと
思います。いろいろなイベントが中止とのお話があり、２月１９
日に行えるかどうか、１月までに判断しようと思います。

【四つのテスト】

大野 勉 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：大石 佳 委員

◇写真：山下 俊也 委員長

川崎麻生ロータリークラブの奉仕活動用ビブスを新調

