
第１３６３回例会 １月１４日（金）R財団補助金管理セミナー報告  ホテルモリノ 

第１３６４回例会 １月２１日（金）30周年フォーラム（３）  百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第１３６５回例会 ２月 ４日（金）30周年フォーラム（４）    ホテルモリノ 

 

 

【開会点鐘】 鈴木 昭弘 会長【S.A.A.】 碓井 美枝子委員 

【 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
じ ょ

 菁一
せいいち

 さん 

 
 

【今月の誕生日・記念日】        長瀬 敏之 親睦委員長 

〈会員〉親松会員(3日)、青戸会員(17日)、 

鈴木昭弘会長、中山会員(26日)、 

〈奥様〉長瀬会員夫人 美紀子様、 

山下会員夫人 紀美子様 

〈結婚記念日〉大石佳会員 

 

【代表して親松会員コメント】 

８１歳になって、老々介護で味噌汁を

つくったり、家事をやるようになってお

ります。皆様も若いうちから実践を積

んで、将来に備えてください。 

【第 7 回理事・役員会報告】         鈴木 昭弘 会長 

◎創立３０周年記念例会について 

・コロナ禍を鑑み、招待者は地区関係を除き第３Gのみとする。 

・寄附については、「R財団」と「米山奨学金」に各５０万円、

地域については「こども食堂」に年１０万円を向こう５年間継

続寄附とすることで、承認されましたのでご報告致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【会長報告】       鈴木 昭弘 会長 

１．1月のＲIレート １ドル＝１１５円 

2．ガバナー事務所より 

〇2021-22年度下期地区資金振込依頼。 

13,500円×29名 ＝ 391,500円 振込済 

〇『2022-23Ｒ財団プログラム参加資格認定覚書』提出依頼が 

届いております。※宇津木次年度会長と青戸次年度会長エ

レクトの署名にて提出予定 

〇『ロータリーリーダーシップ研修会 パート２』開催のご案内。

2022年 1月 30日（日） 9:00～17:00 オンライン 

３．横浜東ＲＡＣより、2022 年 1月第１例会と創立 50周年記念

式典のご案内が届いております。 

〇１月第１例会  1月 12日（水）20:00～21:30 ホテルキャメ

ロットジャパンとオンライン 

〇創立50周年記念式典  ２月２３日（水・祝） 13:00～16:00 

 ホテルキャメロットジャパン 

【幹事報告】     圓城寺 広明 幹事 

★例会変更 

◎川崎西RC ２/１１（金）祝日休会  

◎川崎中央 RC ◎川崎とどろき RC  

◎川崎中 RC ◎川崎鷺沼 RC 

        

 

 

 

 

 
［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 1362 回 例会記録 2022 年 1 月 7 日（金） S.A.A.委員長 志村 幸男 

 
今月、記念日を迎えた会員 

 

 

 

 

 



【出席委員会】            梅澤 馨 委員長 

例会 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1362回 29 19 10 0 65.5％ 

1361回 29 23 6 3 89.7％ 

1360回 29 19 10 1 69.0％ 

【各委員会寄付】             

委員会 第 1362回(件数) 合 計 

ニコニコ委員会 18件 ￥20,000 

ロータリー財団委員会 10件 ￥89,000 

米山記念奨学委員会 9件 ￥85,000 

【ニコニコ委員会 メッセージ】        山上 剛史 委員長 

◇鈴木昭弘会長【本年も宜しくお願いいたします。】 

◇圓城寺広明幹事【明けましておめでとうございます。今年も 

宜しくお願いいたします。】 

◇碓井会員 ◇梅澤会員 ◇鈴木豊成会員 ◇山下会員 

【明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いい

たします。】 

◇大野会員【明けましておめでとうございます。今年も「箱根駅 

伝」応援に、その後和歌山県の高野山真言宗総本山金剛

峯寺に行ってきました。京都の金閣寺、祇園に泊まり走行

距離1,210キロ。これで永平寺・比叡山延暦寺・身延山久遠

寺と4宗派記念達成です。】 

◇梶会員【本日夜消防出初式です】  

◇佐藤会員【新年を迎えお慶び申し上げます】  

◇鈴木憲治会員【新年快楽おめでとうございます。】 

◇長瀬会員【今年こそ良い年でありますように】 

◇山上会員【明けましておめでとうございます。雪のため幼稚

園早帰りとなり子連れですみません  

◇青戸会員◇大野会員◇木村会員◇中山会員◇森会員 

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【今年も宜しくお願いいたします。】 

◇碓井会員【今年も財団への寄付宜しくお願い致します。】 

◇鈴木豊成会員【今年も宜しくお願いします】 

◇圓城寺幹事 ◇宇津木会員 ◇梅澤会員 ◇大野会員 

◇親松会員 ◇木村会員 ◇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 

◇鈴木昭弘会長 

【本年も宜しくお願いします】 

◇鈴木豊成会員 

【今年も宜しくお願いします。】 

◇圓城寺幹事 ◇宇津木会員 ◇梅澤会員 

◇大野会員 ◇親松会員 ◇木村会員 

◇鈴木憲治会員            ご協力有難うございました。 

【雑誌広報委員会】   大野 勉 委員長 

ロータリーの友１月号「職業奉仕月間」 

P.7特集 職業奉仕月間「コロナ禍におけ

る私の職業奉仕」と P.69 大阪学院大学

経済学部 森田教授の「CSR/SDGｓの時

代に考える職業奉仕」をご一読ください。 

【プログラム委員会】 青戸 慶太 委員長 

本日1月７日：通常例会 １４日：R財団セ

ミナー報告 ２１日：３０周年記念フォーラ

ム（百合ヶ丘C.C.にて） ２８日：休会 

【３０周年記念実行委員会】   

              大野 勉 委員長 

◎招待者は地区関係を除き第３Gのみとする。 

◎寄附については、「R財団」と「米山奨学金」に各５０万円

地域については「こども食堂」に年１０万円を向こう５年間

継続寄附とすることといたします。 

《新年のお土産》 

 

 

 

 

 

 

【四つのテスト】     山上 剛史 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：木村 良三 委員  

◇写真：大石 佳 委員 

 

 

 

 

 

 

   

大野会員より  

高野山銘菓「かげろう」 

鈴木憲治会員より  

加賀銘菓「福梅」の 

紅白菓子 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 


