
第１３５９回例会１２月１０日（金）フォーラム       ホテルモリノ 

第１３６０回例会１２月１７日（金）幹事の日        百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第１３６１回例会１２月２４日（金）マイロータリー登録方法  ホテルモリノ 

 

 

【開会点鐘】 鈴木 昭弘 会長   【S.A.A.】 親松 明 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 

徐
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【今月の誕生日・記念日】        長瀬 敏之 親睦委員長 

〈奥様〉上田昌行 会員夫人 陽子様、 

木村良三会員夫人 友美子様、梶俊夫会員夫人 昭子様 

〈結婚記念日〉 山下俊也会員 

【代表して上田昌行会員コメント】 「まだ皆さんにはご紹介して

いませんが、このようなお祝いして頂き有難うございました。」 

【第６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 

鈴木昭弘会長より 昨日迄に異議申し立てが無かった為、

そのまま総会で審議いたします。【承認】 

【会長報告】       鈴木 昭弘 会長 

１．１２月のＲI レート １ドル＝１１４円 

２．ガバナー事務所より、 

○小倉ガバナーより、地区大会参加 

へのお礼状と記念品等後日送付の 

ご連絡が届いております。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

・クラブ “100％寄付クラブ” 表彰記念品：小バナー 

・長寿者 佐々木範行会員、佐藤忠博会員、親松明会

員記念品 

○『第 50回ロータリー研究会記念講演会』オンライン視聴

のご案内。 12月 8日（水）15:00～16:45 

「ポストコロナの生命哲学」講演者：福岡伸一氏 

※視聴方法は卓上資料に添付しております。 

○訃報のご連絡が届いております。 

・第 2590地区パストガバナー（2004-05年度）  

藤林 豊明氏（横浜鶴見北ＲＣ） 

・第 2590地区パストガバナー（2015-16年度）  

箕田 敏彦氏（横浜ＲＣ） 

・Ｒ米山記念奨学会理事長  齋藤 直美氏 

３．Ｒ米山記念奨学会より、米山奨学生の出国に関するご

案内が届いております。年末年始や春休みの日本出国

は慎重に判断するよう指導のお願い。 

４．川崎・しんゆり芸術祭 2022実行委員会より、 

第 2回実行委員会開催のご案内が届いております。 

12月 21日（火） 18:30～ 新百合 21ホール 

【幹事報告】                  圓城寺 広明 幹事 

★例会変更 

〇川崎西ＲＣ 12/31（金）定款休会 

 

 

 

 
［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 1358 回 例会記録 2021 年 12 月 3 金） S.A.A.委員長 志村 幸男 

 

 

  

今月、記念日を迎えた会員 

長瀬敏之 親睦委員長 

  



〇川崎高津ＲＣ ・12/16（木）  

夜間例会 「年末家族会」 

ホテルＫＳＰ 18:00点鐘 

・12/23（木）休会 ・12/30（木）休会 

○川崎北ＲＣ ○川崎とどろきＲＣ  

○川崎中ＲＣ ○川崎大師ＲＣ ○川崎中原ＲＣ ○川崎鷺沼ＲＣ  

○川崎幸ＲＣ ○横浜あざみＲＣ ○横浜中央ＲＣ 

【お願い】 １２月第４例会（12月 24日）は『マイロータリー登録

方法について』を予定しております。 

登録にはメールアドレスが必要となります。パソコン或いはス 

マートホンのどちらのメールアドレスにするか当日迄に決めて 

おいて頂きますようお願いいたします。 

日頃よりお使いのメールアドレスがお勧めです。 

【出席委員会】            梅澤 馨 委員長 

例会 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1358回 29 19 10  65.5％ 

1357回 29 29 0 0 100％ 

1356回 29 18 11 4 75.9％ 

【各委員会寄付】             

委員会 第 1358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 6件 ￥54,200 

米山記念奨学委員会    6件 ￥55,000 

【ニコニコ委員会 メッセージ】  青戸慶太 社会奉仕委員長 

◇鈴木昭弘会長【一年早いですね。もう１２月です。】 

◇圓城寺広明幹事【地区大会お疲れ様でした。】 

◇梶俊夫【間税会ゴルフ大会参加された方、ありがとさんです】 

◇鈴木憲治会員【地区大会ご苦労さまでした】 

◇青戸慶太会員 ◇碓井美枝子会員 ◇宇津木茂夫会員  

◇梅澤馨会員 ◇大石佳会員 ◇大野勉会員 

◇親松明会員 ◇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 ◇山下俊也会員 

     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 

◇鈴木昭弘会長 ◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員  

◇大野勉会員 ◇鈴木憲治会員 ◇鈴木豊成会員  

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 

◇鈴木昭弘会長 ◇宇津木茂夫会員  

◇梅澤馨会員 ◇大野勉会員  

◇鈴木憲治会員 ◇鈴木豊成会員  

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 

【12 月】●第１例会３日（本日）年次総会 ●第２例会 10日 30

周年に向けたフォーラム ●第３例会 17日幹事日（半年を振

り返って） ●第４例会 24日通常例会 

※１月７日第一例会 新年例会を取り止め通常例会に 

【雑誌広報委員会】  大野 勉 委員長 

【ロータリーの友１２月号】 横書きの方に

ポリオ撲滅のことが載っていますのでお

読みください。縦書きの方に「大豆の力」

という記事が３ページに渡って載っていま

すので、ぜひ読んでください。 

【年次総会】             鈴木 昭弘 会長 

出席総数：29名、出席者：19名、委任状提出者：5名、 

出席は会員総数の３分の１を超えているので成立。 

蓬田指名委員長により次年度役員、理事候補者発表。 

【選挙】 挙手をもって賛成多数とみなしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【四つのテスト】鈴木憲治 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：大石佳 委員 

 

 

   
梅澤馨 出席委員長  青戸慶太 社会奉仕委員長 碓井美枝子 R 財団委員長 
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副会長  

幹 事  

副幹事  

会 計  

会場監督 

 

 

会長エレクト   

クラブ奉仕委員長 

社会奉仕委員長  

職業奉仕委員長  

国際奉仕委員長  

青少年奉仕委員長  

理事（直前会長） 

 

 

青戸 慶太 

鈴木 豊成 

森  茂則 

佐藤 忠博 

山上 剛史 

鈴木 昭弘 

 

 

宇津木茂夫 

志村 幸男 

木村 良三 

中山 隆弘 

梅澤  馨 

碓井美枝子 

 

 

2022-2023 年度 理事・役員 

  

11 月 26 日・27 日 

地区大会会場 
志村幸男会員 

と作品 


