第 1356 回 例会記録 2021 年 11 月 19 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.】 佐藤 忠博 委員
【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』

【会長報告】

鈴木 昭弘 会長
財務大臣表彰：梶 俊夫 会員
右はテレビで紹介されたカジノヤの納豆→
「お蔭様で売り上げが延びています。」

４．川崎百合ヶ丘ＲＣより、『年末クリスマス家族会』へのご招
待案内が届く。

12 月 21 日（火）18:00 点鐘

ホテルモリノ新百合ケ丘

※会長・幹事が出席予定

５．川崎西税務署の納税表彰に当クラブより３名の方が受
賞されました。

１．ガバナー事務所より、

〇『地区Ｒ財団補助金管理セミナー』開催のご案内。
12 月 9 日（木）

15:00～17:30

ソシア２１

※宇津木会長エレクトが出席予定
〇『ロータリーリーダーシップ研究会』パート１の再度のご案内。
12 月 19 日（日） 9:00～17:00

オンライン

〇『セネガルとベトナム向け識字率向上支援 図書寄贈プロ

・財務大臣表彰：梶 俊夫会員（写真 上）
・川崎西税務署長表彰：鈴木 昭弘会員
・川崎西税務署長感謝状：圓城寺 広明会員
【幹事報告】

圓城寺 広明 幹事

★例会変更 ◎川崎ＲＣ
《年次総会 委任状提出のお願い》

ジェクト』のご紹介が届いております。

１２月３日（金）は年次総会となります。

※地区国際奉仕委員会がＮＰＯ法人“手を洗おう会”との

年次総会の定足数は会員数の３分の１が必要となりますの

橋渡しをする。
〇『Ｒ財団学友会主催 奨学生帰国報告会』へのお誘い。
12 月 5 日（日） 17:00～19:00 オンライン開催（ZOOM）
参加上限 300 名 ※鈴木昭弘会長参加予定
２． “ハイライトよねやま 260 号”の発行案内が届く。
３．川崎高津ＲＣより、『第４回会長・幹事会』開催のご案内。
２０２２年１月１２日（水）18:00～ ホテルＫＳＰ会費 7,000 円

で、欠席予定の方は事前に「委任状」の提出をお願いします。
『2021-22 年度年次総会開催について』を来週の金曜日
（１１月２６日）にメール添付及びＦＡＸでお送りいたします。
欠席の方は委任状を総会前日の１２月２日（木）午前中
迄に提出をお願いいたします。
※梶会員の会社〈カジノヤ〉の納豆が 11/18 にテレビ放送さ
れ、「しそのり納豆」が一位になりました。（写真上））

第 １ ３ ５ ７ 回 例会 １１月２７日（土）地区大会(11/26 の振替) パシフィコ横浜
第 １ ３ ５ ８ 回 例会 １２月 ３日（金）年次総会
ホテルモリノ
第 １ ３ ５ ９ 回 例会 １２月１０日（金）フォーラム
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

【出席委員会】

梅澤 馨 委員長

例会

会員

出席

欠席

修正

出席率

1356 回

29

18

11

1355 回

29

19

10

2

72.4％

1354 回

29

20

9

4

82.8％

62.1％

「会場が百合ヶ丘カントリー倶楽部
の時は、お弁当の無駄を防ぐため
に、出欠を前の週に確認するように

*第３グループ会長・幹事 （川崎西 RC、川崎西北 RC、

致します。宜しくお願いします。」
梅澤 馨 出席委員長

【委員会寄付】
ニコニコ委員会

川崎百合丘 RC、川崎高津 RC、川崎高津南 RC）

第 1356 回 15 件

【ニコニコ委員会 メッセージ】

合計 ￥16,000

宇津木 クラブ奉仕委員長

◇鈴木昭弘会長【30周年フォーラムよろしくお願い致します】
◇圓城寺広明幹事【30周年フォーラムよろしくお願いします】

*大村東 RC 会長、幹事 〈保留〉
*創立時の拡大補佐
（川崎百合丘 RC:大矢紀様、渡辺辰夫様）
〈行政関係〉川崎市、麻生区は保留 or なし
●記念事業の贈呈先
*ロータリー財団 *米山記念奨学会 *子ども食堂

◇大野勉会員【30周年フォーラム宜しくです】

●感謝状、表彰状 贈呈

◇梶俊夫会員【しそのりカップ3納豆 TVで1位です】

●お土産（カステラ等に 30 周年を印刷する）

◇宇津木茂夫会員 ◇梅沢馨会員 ◇親松明会員

以上の点についてご意見を伺います。

◇木村良三会員 ◇佐々木範行会員 ◇鈴木豊成会員
◇中山隆弘会員 ◇長瀬敏之会員 ◇森茂則会員

A:ご来客の挨拶に時間がかかると思う。
Q:コロナの次の波の予測があるが、中止もあるか。

◇山下俊也会員 ◇蓬田忠会員
以上、ご協力ありがとうございました。

【クラブフォーラム】

Q:食事がない場合、例会１時間は長くないか。

大野 勉 会員

川崎麻生 RC 創立 30 周年記念行事について

A:視野にいれています。
Q:人数的にどうか。
A:現状でホテルモリノは７０人がリミット。再考する。
〇お土産は来客だけにしてはどうか。〈提案〉

●「川崎麻生RC創立30周年・記念例会」として開催

〇後日会員による祝宴など〈保留〉、今年度中に出来れば。

●日時：2022 年 2 月 19 日(土) 15:00～17:00

●結果

〈例会：１時間、卓話等：1 時間の予定〉

案内状を作成して送る。

●場所：ホテルモリノ新百合ヶ丘

記念事業の贈呈先は実行委員にお任せする。

●出席者予定(案)

----------皆様のご協力をお願いいたします。--------

〈ロータリー関係〉
*小倉 第２５９０地区ガバナー

【四つのテスト】

親松 明 会員

*越水 第３G ガバナー補佐

【閉 会 点 鐘】

鈴木 昭弘 会長

*北瀬 地区幹事

【会報委員会】

山下 俊也 委員長

*斎藤 パストガバナー

*高良 パストガバナー

◇文責：大石 佳 委員

◇写真：山下 俊也 委員長

