
第１３６７回例会 ３月１１日（金）定例理事会  ホテルモリノ  

第１３６８回例会 ３月１８日（金）□□□□□□□百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第１３６９回例会 ３月２５日（金）□□□□□□□百合ヶ丘カントリー倶楽部 

 

 

◆◆◆創立 30 周年記念例会◆◆◆ 

【開会点鐘】 鈴木 昭弘 会長 【S.A.A.】 志村 幸男委員長 

【 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  

徐さんは３月に卒業で 

すので、本日が最後と 

なります。 

【会長報告】                        鈴木 昭弘 会長 

１．ガバナー事務所より、 

〇『ＲＬＩ日本支部のオンライン研修会』へのお誘いが届く。 

2月 23日（水） 19:00～21:00（18:00～入室） オンライン 

〇ガバナー月信１０号への原稿執筆依頼が届いております。 

・タイトル 創立 30周年記念事業を終えて 

〇2021 学年度米山奨学生世話クラブに奨学生例会登録費送

金のご案内と情報提供のお願いが届いております。 

・補助費：36,000円  ・送金日：2月 25日 

  ※世話状況は宇津木カウンセラーより報告予定 

〇2021-22年度米山奨学生終了式は予定通り開催予定。 

尚、会場出席を ZOOM参加に変更可能 

2.横浜東ＲＡＣより、『創立 50 周年記念式典』開催延期のお知

らせが届いております。 

３．浜松南ＲＣより、ＲＩ会長杯ゴルフ大会表彰式のご案内が届

いております。 2月 23日（水） 日本時間午後 9時 45分～ 

４．『ハイライトよねやま 263号』のご案内が届いております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．当クラブより、『第 5 回会長・幹事会』開催のご案内をいたし

ました。 3月 9日（水）18:00～ ホテルモリノ 8F『椿の間』 

６．パートナーズ㈱（国際ロータリー旅行指定代理店）より、国

際ロータリー『ヒユーストン大会』の旅行案内が届く。 

【幹事報告】     圓城寺 広明 幹事 

★例会変更 

◎川崎西ＲＣ 2/18（金）・2/25（金） 

          例会取り消し 

◎川崎高津南ＲＣ 2/28（月）・3/7（月） 

            例会取り消し 

◎川崎北ＲＣ／◎横浜南央ＲＣ 

【出席委員会】            梅澤 馨 委員長 

例会 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1366回 29 24 5  82.8％ 

1365回 29 22 7 3 86.2％ 

1364回 29 19 10 3 75.9％ 

 

 

 

 

 

 

 

 
［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 1366 回 例会記録 202２年２月１９日（土） S.A.A.委員長 志村 幸男 

 

 

 

    



【各委員会寄付】             

委員会 第 1366回(件数) 合 計 

ニコニコ委員会 23件 ￥24,000 

ロータリー財団委員会 4件 ￥26,500 

米山記念奨学委員会 3件 ￥20,000 

【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 ◇圓城寺広明幹事【創立30周年を祝して】 

◇碓井美枝子会員【創立30周年おめでとうございます】 

同上 ◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 ◇親松明会員  

◇梶俊夫会員 ◇川﨑航会員 ◇木村良三会員  

◇佐々木範行会員 ◇佐藤忠博会員◇鈴木憲治会員 

◇長瀬敏之会員 ◇花輪孝一会員 ◇山上剛史会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇青戸慶太会員 ◇梅澤馨会員 ◇川﨑航会員  

◇佐々木範行会員 ◇志村幸男会員◇鈴木豊成会員  

◇中山隆弘会員 ◇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 【創立 30周年を祝して】 

◇碓井美枝子会員 ◇親松明会員 ◇木村良三会員    

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 【創立 30周年を祝して】 

◇親松明会員 ◇木村良三会員 ご協力有難うございました。 

【四つのテスト】                 山上 剛史 会員 

 

 
さて今年度私が会長に推

挙頂きました際、お示しいた

しました今年度のテーマが

『原点と進化～次の１０年を

見据えて』です。ご存じの通

り、当クラブの本拠地である

ここ麻生区は、区制４０周年

を今年迎えます。新百合ヶ 

丘駅北口等の再開発、幹線道路の拡幅、そして１０年以内に

横浜より地下鉄の乗り入れが予定されているなど、周りを取り

巻く環境は益々進化を遂げようとしています。 

そんな中、我々が出来ることはやはり、ロータリークラブの原

点である「奉仕と親睦」です。そして何より、新しい時代に沿っ

たロータリーの活動の「進化」が必要であると、私は思います。

この創立３０周年の記念例会を機に、「原点」を見つめなおし、

更に進化する。そんな活動を皆様と共にこれから行うことをお

約束いたします。これから５年後、１０年後の４０周年には、更

に進化し発展した川崎麻生ロータリークラブでありますように願

い、楚辞ではございますが私のご挨拶とさせていただきます。 

【実行委員長挨拶】        大野 勉 実行委員長 

〈大野実行委員長、残念ながら欠席 代読：鈴木昭弘会長〉 

立春を過ぎ、梅かおる季節となりました。 実行委員長の大 

野でございます。一言ご挨拶を申し上げます。  

本日『川崎麻生ロータリークラブ創立３０周年記念例会』

を迎えることになりました。本来であれば、盛大に創立記念

行事の開催を計画しておりました。 しかし新型コロナウイル

ス特にオミクロン株の感染拡大により、小倉ガバナーよりす

べての行事に対して厳しい通達が出ることになりました。そ

の為『川崎麻生ロータリーク ラブ創立３０周年の記念を祝

 ◆ 

 

【進 行】                 鈴木 憲治 式典委員長 

 

 

 

 

 

 

 

【会長挨拶】                                鈴木 昭弘 会長 

本日ここに川崎麻生ロータリークラブ、創立３０周年記念 

例会を迎えるにあたり、一言ご挨拶申し上げます。 

まずは今日の佳き日を迎えるにあたり、ご尽力を賜りました

関係各位には、心より御礼申し上げます。また本来であれば小

倉ガバナーを始め、地区関係者、越水ガバナー補佐や、第三

グループの会長・幹事様。拡大補佐であります渡邊辰夫様、

バナー製作者であります大矢紀様。スポンサークラブでありま

す川崎百合丘ロータリークラブのメンバーの皆様、長年誼を通

じております大村東ロータリークラブの皆様など、当クラブにご

縁のある皆様方を新型コロナウイルスの猛威により、お招きで

きないことを心より残念に思います。 

当クラブは１９９２年２月に創立以来、地域に根付いた奉仕

活動と共に会員同士の親睦活動を重ねてまいりましたが、途

中様々な苦難を乗り越えて来たと聞き及んでおります。同時に

今現在も全世界を覆いつくしている災禍に立ち向かっている

最中です。そんな中クラブを支えて下さったチャーターメンバ

ーの皆様。例会場を快く提供いただいている、ホテルモリノ新

百合ヶ丘様、百合ヶ丘カントリー倶楽部様には、改めて深く御

礼申し上げます。この災禍が落ち着いた際に、改めて感謝の

お印をお示しさせていただきます。 

さて今年度私が会長に推挙頂きました際、お示しいたしまし

た今年度のテーマが『原点と進化～次の１０年を見据えて』で

創立 30周年記念式典 
 

  

 

 



うプログラム』と縮小しての今日の開催の運びとなりました。  

そのため、当初予定をしておりました小倉ガバナー、越

水ガバナー補佐、第３グルー プの会長・幹事の皆様、そし

てスポンサークラブ川崎百合丘ロータリークラブの皆様や 

地域の方々にご案内できず、非常に残念であります。 

ここで当クラブの創立に関する経過等についてお話しい

たします。 ※川崎百合丘ロータリークラブ創立１０周年の時

に、次の１５周年には新クラブづくりを岡崎ガバナーより言

われていたようであります。  

◎川崎百合丘ロータリークラブ平成２年１２月の年次総会に

て、「創立１５周年記念事業」 として新クラブをつくることが

決議されました。 

◎平成３年５月７日玉井会長のもと『拡大委員会』が発足。

特別代表には、碓井勝次さん が鵜川昇ガバナーより委嘱

されました。 拡大補佐に山崎武嗣さん、関山秀男さん、関

口靖邦さん、渡邊辰夫さん、向嶋光夫 さんを選任し、クラ

ブバナーの制作には大矢紀さんにお願いしました。 

◎平成４年２月２１日に『創立総会』の開催を決定。会員の

勧誘や数回の会議と仮クラブ 例会等を通じて３２名の新会

員で『創立総会』を開くことができました。 

◎平成４年３月３１日にＲＩから加盟承認が得られ、日本で２

００１番目、２５９０地区では ５０番目のクラブとしてスタートし

ました。 

◎『認証状伝達式（チャーターナイト）』は、平成５年２月１４

日に、『川崎百合丘ロータリークラブ創立１５周年記念』と

『川崎麻生ロータリークラブ認証状伝達式』の合同式典 と

して地区内クラブより多くのご登録をいただき、麻生文化セ

ンターで盛大に開くことが できました。  

◎この認証状伝達式には、創立会員（チャーターメンバー）

として親松明会員、佐藤忠博会員、鈴木憲治会員、蓬田忠

会員の４名と新会員増強として長瀬敏之会員と大野勉会員

が出席しております。  

ここで、川崎麻生ロータリークラブ創立３０周年を祝って

記念事業を発表致します。 

特別寄付  

１．公益財団法人 ロータリー日本財団様 ５０万円  

２．公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会様 ５０万円  

創立記念寄付 

〇こども食堂（NPO法人アイゼン）様 １０万円  

※今後５年間にわたり年額１０万円を寄贈する予定。 

終わりに、川崎麻生ロータリークラブ会員一同創立３０周年 

記念を契機に、更なる会員相互の融和を図りながらロータリ

ーの発展に寄与していきたいと思っています。 

 

【祝 電】                発表：圓城寺 広明 幹事 

◆地区パストガバナー 轟淳次様、轟年度地区幹事 鈴木慎二郎様より 

『鈴木昭弘会長、大野勉実行委員長、鈴木憲治式典委員長、

川崎麻生ロータリークラブの皆様、クラブ創立３０周年誠にお

めでとうございます。奉仕の実践を追求され、これからもクラブ

の歴史を積み上げられる様、心より祈念申し上げます。』 

◆第３グループガバナー補佐 越水詞郎様より 

『創立３０周年おめでとうございます。コロナ禍で出席が叶いま

せんが、心よりお祝い申し上げます。これからも会員の皆様の

地域のリーダーとしてのご活躍を祈念いたします。』 

◆川崎西ロータリークラブ会長 渡部清一様、幹事 三木博之様より 

『立春の候、川崎麻生ロータリークラブの皆様に於かれまして

は、益々のご清栄のことお慶び申しあげます。この度、貴クラ

ブが創立３０周年を迎えられたとのことで、誠におめでとうござ

います。栄えある今日の日を迎えられたことを心よりお喜び申

し上げますとともに、貴クラブの今後の益々の隆盛を心より祈

念申し上げます。昨今の新型コロナウイルスの状況を鑑みまし

て、式典への出席は叶いませんが、今後とも更なるご交誼の

程、宜しくお願い申し上げます』 

◆川崎高津南ロータリークラブ様より 

『川崎麻生ロータリークラブのみなさま、創立３０周年おめでとう

ございます。長年にわたり奉仕活動を通して地域に貢献され

ていることに敬意を表します。これからもますますご活躍をされ

ますようお祈り申し上げます』 
 

お祝いの生花を頂きました 

第３Gガバナー補佐 越水詞郎様、川崎西北ロータリークラブ様、

川崎高津南ロータリークラブ様、 

 

 

 

 

 

 

 

※お知らせ                  圓城寺 広明幹事 

〇川崎百合丘ＲＣの古澤様より柿渋を頂きましたので、お持ち

帰りください。 

〇入口にお弁当とカステラが用意してありますので、お帰りの

際お持ち帰りください。 

〇次週2月２５日はお休みです。 

【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 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 


