第 1360 回 例会記録 2021 年 12 月 10 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.】 木村 良三 委員
【 例 会 場 】 百合ケ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

【幹事報告】

圓城寺 広明 幹事

★例会変更
◎川崎マリーン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

2022 年 5 月 14 日（土）～15 日（日）

1360 回

29

19

10

わくわくビレッジ（東京都八王子） ※申込用紙配布。

1359 回

29

17

12

2

65.5％

1358 回

29

19

10

5

82.8％

１．ガバナー事務所より、『ＲＹＬＡ』のご案内。

２．Ｒ米山記念奨学会より、『ハイライトよねやま 261 号』のご

修正

出席率
65.5％

案内が届いております。
３．一般財団法人比国育英会バキラ基金より、2020年度の
事業報告と寄付のお願いが届いております。
●佐々木範行会員へ 地区大会の長寿会員記念品 贈呈

【各委員会寄付】
委員会

第 1360 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

1件

￥1,000

米山記念奨学委員会

1件

￥1,000

第 １ ３ ６ １ 回 例会 １２月２４日（金）マイロータリー登録方法
第 １ ３ ６ ２ 回 例会 １月 ７日（金）新年例会(通常例会)
第 １ ３ ６ ３ 回 例会 １月１４日（金）R 財団補助金管理セミナー報告
［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

ホテルモリノ
ホテルモリノ
ホテルモリノ
TEL：044-953-5111
TEL：044-966-1300
TEL：044-951-1322

【ニコニコ委員会 メッセージ】 宇津木茂夫 社会奉仕委員長

７月は就任挨拶が後手後手となり結構忙しい月でし

◇圓城寺広明幹事【幹事の日よろしくお願いします】

た。上旬はグループ内２クラブにお邪魔してご挨拶を致

◇梅澤馨会員【今年も２週間きりました】

しました。川崎西北 RC ではロータリー用語なども多用

◇大野勉会員【お寒ございます】

されており、大変勉強になりました。会場の柏屋さんも

◇志村幸男会員【カレンダー持ってきました。

多摩川に臨む景色が素晴らしかったです。川崎百合丘

この絵は寒川神社に飾ってもらいました】
◇鈴木憲治会員【風邪が流行っているようです！】
◇鈴木昭弘会長 ◇碓井美枝子会員 ◇宇津木茂夫会員
◇親松明会員 ◇梶俊夫会員 ◇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 ◇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
◇川﨑航会員

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】
◇川﨑航会員

鈴木 豊成 委員長

ご協力有難うございました。

〈半年を振り返って〉

圓城寺 広明 幹事

RC ではリモート例会も導入され、６名ほどがスクリー
ン上で自宅や職場から参加されていました。
８月～９月はコロナ禍の影響で例会は休会、納涼会は
中止、清掃活動は延期となりました。
１０月からはようやくコロナも落ち着き、例会も再開
しました。地区学友委員の大野会員の卓話、２週目のク
ラブ協議会では、進行役を任されましたが不慣れなため、
ガバナー補佐からご指摘を頂き、反省しております。
４週目にガバナー公式訪問があり、打ち合わせ時の意見
交換や例会でのガバナー卓話など、大変勉強になりまし
た。年度の一大行事が終わりホッといたしました。
１１月は、米山奨学生・徐さんの卓話、30 周年記念例
会に向けたフォーラム、４週目に地区大会がありました。
地区大会１日目は会長と幹事のみが出席、２日目は急遽
会員全員出席となりました。参加人数が少ない結果とな
りましたが、百合丘 RC の林先生の表彰、米山奨学生の
徐さんの登壇がありました。ただ、長寿会員登録が漏れ
ていたことは、お詫び申し上げます。
１２月はクラブフォーラム、次年度理事役員の決定で、
ようやく半年が過ぎようとしていますが、クリスマス家
族会や来年の新年例会も中止となってしまいました。

川崎麻生 RC に入会して５年経ちました。まだロータリー

続いて会長幹事会については、２カ月に１回あり、越

のことも分からないことが多いのですが、７月の新年度以前

水ガバナー補佐のもと、各クラブ会長幹事が会員増強、

から活動計画書などの資料作りをさせて頂きました。

奉仕活動、その他を発表し話し合います。大きいクラブ

昨年の今頃はコロナ禍の中で、感染を憂慮し例会出席を

は経費や人事に余裕があり、会員同士の交流が盛んに行

控えておりましたが、会長にもご心配をおかけしましたので、

われますが、少人数のクラブは大変だと思いました。

今年１月からは出席しようと思っておりました。
春先にかけて活動計画書の作成に取り組もうとしていた矢

これからは 30 周年記念に向けて頑張ろうと思います。
※地区米山奨学委員会より

先、次々と会員が退会され、役員に決まっていた方が多か

大野 勉 米山学友委員

１２月１２日に次年度の米山奨学

ったため役員の再選出が急務となりました。急遽、新委員

生の面接がありました。今回は 43

長を引き受けて頂いた方々、また青戸会員には委員長兼

名の応募があり、32 名が決まりま

任も引き受けて頂き、感謝いたします。

した。優秀な方が多く、中にはケ

会長とは頻繁に交流があり会長が掲げていた目標として、

ニヤからの方がいて３年前に来日

❶ズームなどを使用したハイブリッド例会 ❷地域の他クラ

されているようですが、日本語が

ブや他の団体との交流 ❸３０周年記念例会を盛り上げる

素晴らしく上手でした。４月には各

❹マイロータリー全員登録を目指す

クラブに配属されます。

以上に加えて会長方針である「原点と進化～次の１０年を
見据えて」などを取り入れた実施計画の作成、予算の作

【四つのテスト】梶 俊夫 会員 【閉会点鐘】鈴木 昭弘 会長

成をし、ギリギリの期日で活動計画書を完成させること

【会報委員会】

ができました。

山下 俊也 委員長

◇文責：森 茂則 委員 ◇写真：川﨑 航 副委員長

