
第１３６６回例会 ２月１９日（土）30周年記念例会 15：00～ ホテルモリノ 

第１３６７回例会 ２月２５日（金）休会         

第１３６８回例会 ３月１１日（金）定例理事役員会           ホテルモリノ 

 

 

【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』 

【徐菁一さんへの記念品について】       

宇津木 茂夫カウンセラー 

「米山奨学生 徐菁一さんへの記念品

に関して、この後個々の写真を撮り、メッ

セージを書いて頂きたくお願致します。」  

【今月の誕生日・記念日】        長瀬 敏之 親睦委員長 

〈会員〉川崎 航会員(14日)   

〈奥様〉森 茂則会員夫人 望様、 

山上 剛史会員夫人 明日様、 

佐々木 範行会員夫人 幸子様 

〈結婚記念日〉 志村幸男会員、 

鈴木眞一会員、佐藤忠博会員、梶俊夫会員 

【代表して川﨑航会員コメント】 

「バレンタインデーに生まれて、今年で 48

歳、寅年の年男です。折角バレンタインデ

ーなので一言、「愛」について聖書にはいろ

いろと書いてありますが、この時期になると

考えさせられます。どうぞご家族や身近な

人と愛をもってお過ごしください。」 

【会長幹事会報告（１月 26 日）】    鈴木 昭弘 会長 

○蔓延防止等につき２月中は、他クラブへの訪問は中止。 

○コロナ関連で欠席の場合は出席扱いとする。 

○IMは中止となりました。(登録料は返金) 

○コロナ禍で寄付が減少の傾向、ぜひ寄付をお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第８回理事・役員会報告】         鈴木 昭弘 会長 

１．2022-23年度各委員会委員長について      【承認】 

   〈宇津木次年度会長より〉……来月発表                 

２．創立30周年記念例会について            【承認】 

〈大野実行委員長より〉  ◎招待者なし ◎手土産（カ

ステラ）３５個  ◎お弁当 ２８個予定 ◎R財団と米山

への寄付は目録不要 振込のみ。◎こども食堂への寄

付は後日 ◎越水ガバナー補佐よりお花の寄贈あり  

◎会員の服装はガバナー公式訪問と同じ 

３．2月25日（金）の例会開催について          【承認】 

〈鈴木昭弘会長より〉……中止の方向 

４．2022年度米山奨学生カウンセラーについて    【承認】 

〈宇津木次年度会長より〉  

カウンセラー候補者：鈴木昭弘会長 

【会長報告】       鈴木 昭弘 会長 

1．２月のＲIレート  

１ドル＝１１５円（１月と同じ） 

２．国際ロータリー日本事務局より、 

2021-22年度下期人頭分担金の支払い依頼が届く。 

121,083円（1月 RIレート 115円適応 ）※振込済み 

 

 

 

 

 

 

［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 1365 回 例会記録 2022 年２月４日（金） S.A.A.委員長 志村 幸男 

 
今月、記念日を迎えた会員 

 

 

 

 



３．ガバナー事務所より、 

〇『オンラインＲＬＩ（ﾛｰﾀﾘｰﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会）』パート３開催の

案内。 2/3（日）9:00～17:00 参加費無料 締切:2/14（月） 

〇Ｒ米山奨学生終了式開催のご案内が届いております。 

  3 月 5日（土） 14:00～15:30 ホテルキャメロットジャパン 

  ※徐さんと宇津木カウンセラー出席予定 

〇2022 年度Ｒ米山奨学生 世話クラブ依頼が届いております。 

〇2022-23 年度『地区補助金』プロジェクト募集開始のご連絡

が届いております。 

〇2022-23 年度ＲＩ会長テーマとロゴ発表のご連絡が届いてお

ります。   ※テーマ：イマジン ロータリー 

※ロゴは卓上資料に添付いたしました。 

〇『第５１回ＲＡ年次大会』のご案内。３月１９日㈯15:00～

18:30  会場：ホテルプラムと ZOOMでのハイブリッド形式 

【幹事報告】     圓城寺 広明 幹事 

★例会変更 

◎川崎西北ＲＣ  2月例会全て取り消し 

◎川崎百合丘ＲＣ 2/8（火）例会取り消し 

◎川崎高津ＲＣ  2月例会全て取り消し 

◎川崎高津南ＲＣ 2/28（月）通常例会 18:30点鐘 のみ開催 

◎川崎大師ＲＣ ◎川崎マリーンＲＣ ◎川崎中央ＲＣ 

◎横浜あざみＲＣ ◎川崎とどろきＲＣ ◎川崎中ＲＣ 

◎川崎鷺沼ＲＣ ◎川崎宮前ＲＣ ◎横浜南央ＲＣ 

★会報着 

◎川崎とどろきＲＣ 第1009回10/4～第1015回12/20 

★来週は祝日のため休会。★19日㈯15：00より30周年例会 

【出席委員会】            梅澤 馨 委員長 

例会 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1365回 29 22 7  75.9％ 

1364回 29 19 10 3 75.9％ 

1363回 29 20 9 1 72.4％ 

【各委員会寄付】             

委員会 第 1365 回(件数) 合 計 

ニコニコ委員会 18件 ￥18,000 

ロータリー財団委員会 7件 ￥63,000 

米山記念奨学委員会 6件 ￥60,000 

【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【こよみは春ですが寒いです】 

◇圓城寺広明幹事【カゼひきました。陰性です】 

◇梅澤馨会員【今日は立春です】◇大野勉会員【あと2週間後です】 

◇青戸慶太会員 ◇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  

◇梶俊夫会員 ◇栗田将弥会員 ◇佐々木範行会員  

◇鈴木憲治会員 ◇鈴木豊成会員 ◇中山 隆弘会員  

◇山下俊也会員 ◇雪井洋子会員 ◇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 

◇碓井美枝子会員 ◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 

◇大野勉会員 ◇木村良三会員 ◇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 

◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 ◇大野勉会員 

◇木村良三会員 ◇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 

２月のプログラム 

4日（本日） 30周年記念フォーラム 

11日 （憲法記念日）休会 

19日(土) 30周年記念例会 25日（金）休会 

【雑誌広報委員会】   大野 勉 委員長 

〈ロータリーの友〉7～13ページに、「平和へ

のギフト」ということでご覧ください。14ペー

ジから「ロータリー研究会」のレポートがで 

ています。P32に2590地区の地区大会の様 

子が載っています。また、たて書きの方もご覧になってください。 

※30 周年記念例会について        大野 勉 委員長 

蔓延防止措置のもとにあって、今回はお客様を招かないことに

しました。会員だけで例会を行います。2 月 19 日㈯午後３時

～、この会場で、通常例会のように行い、手土産やお弁当を

お配りします。記念事業としては R 財団と米山記念奨学会へ

50 万円を寄付いたします。また、こども食堂への寄付は、5 年

間、毎年 10 万円をお渡しします。越水ガバナー補佐より例会

に伺えないということで、お花を頂くことになりました。 

【四つのテスト】上田 昌行会員 【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：宇津木 茂夫会員 

 

 

 

 

  


