
第１３６８回例会 ３月２５日（金）ＰＥＴＳ報告    百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第１３６９回例会 ４月 １日（金）麻生川清掃活動   ホテルモリノ 

第１３７０回例会 ４月 ８日（金）          ホテルモリノ 

 

 

【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 
 

徐さんは今月で最後で

す。記念品やアルバム、

米山の終了証、などをお

渡ししました。 

【徐さんコメント】 

「この２年間たいへんお世話になりました。お

蔭様で無事に卒業できました。視野が広がり、

思考力も鍛えられて多面的に考えられるよう

になりました。皆さまには感謝しかありません。

あっという間に２年間が過ぎ楽しかったです。 

これからは学友会員として皆様と

の絆を大切にしたいと思います。

今後は介護職員として働くことにな

りました。これからもご指導のほど

よろしくお願いいたします。有難う

ございました。」 

【感謝状贈呈】 ロータリー米山

記念奨学会よりカウンセラーの宇

津木茂夫会員へ感謝状を贈呈。         

【今月の誕生日・記念日】        梶 俊夫 親睦副委員長 

〈会員〉花輪孝一会員(６日)、志村幸男会員(２３日)、 

〈奥様〉志村幸男会員夫人 節子様、〈結婚記念日〉梅澤馨会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【代表して志村幸男会員コメント】 

「家内にお花を有難うございました。３月は家内と私の誕生日月で

す。さらに孫も３月、今度生まれる孫も予定日が間もなくで、４人が

誕生日で、私は吸収されそうです。有難うございました。」 

※佐々木範行会員へ 

奥様の２月誕生日のプ

レゼントとして、お花を

差し上げました。 

 

 

※本日は 3 月 11 日で、11 年前の東日本大震災の鎮魂の

ため、１分間の黙祷を捧げる。 

【会長幹事会報告(３月９日)】       鈴木 昭弘 会長 

○地区方針延長 安心、安全を第一に感染対策を徹底。 

・クラブ間の交流、他クラブ訪問は見合わせる。 ・地区関係

者の招待は控える。 

○ウクライナ支援 後述 

○地区職業奉仕委員会の講演会について 詳細は３月中旬 

5月 18日(水)15：00～17：00 はまぎんホール 

○不審メール対応 幹事宛や事務局に送信される。注意する

こと。 

 

 

 

 

 

［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 1367 回 例会記録 2022 年 3 月 11 日（金） S.A.A.委員長 志村 幸男 

  

 

 

  

梶俊夫 親睦副委員長      記念日を迎えた志村幸男会員 



【第 9 回理事・役員会報告】         鈴木 昭弘 会長 

１．創立30周年記念例会収支報告について      【承認】 

２．2022-23年度 各委員会委員長（最終）       【承認】 

３．4月1日（金）麻生川清掃活動について         【承認】 

  青戸社会奉仕委員長より 時間：14:00～15:00  

集合場所：尻手黒川線高架下 ビブス着用   

清掃用具等は委員会で準備 

4．4月1日（金）お花見例会について              【承認】 

コロナ感染拡大防止の為【中止】する 

5．ウクライナ人道支援金について               【承認】 

会員１名1,000円×会員数29名＝29,000円を実施 

６．3月18日（金）第3例会について            【承認】 

招聘卓話の予定でしたが、地区方針により実施できな

い為、休会とする。 

※先日の創立30周年記念例会のことが、タウンニュース（2

月25日号）に掲載されています。 

※訃報 青戸会員のお母様が2月26日にご逝去。 

【会長報告】                    鈴木 昭弘 会長 

１． ３月のＲIレート １ドル＝１１６円 

２． ガバナー事務所より、 

〇第２５９０地区のウクライナに対する『人道的活動支援』のご

案内が届いております。 

 ・災害救援基金寄付へ地区として一本化して送金 

送金日：3月 25日（金）、4月 25日（月）の二回のみ 

 ・基金への寄付を検討頂き地区へ送金をお願いします。 

〇Ｒ青少年指導者養成プログラム（RYLA）申込期間延長。 

３． 国際ロータリー日本事務局より、『ポール・ハリス・フェロー』

の証明書とバッチが届いております。 

・鈴木 昭弘会員：バッチ   ・蓬田 忠会員：バッチ   

・志村 幸男会員：証明書とバッチ 

 

 

 

 

 

 

 

４． 川崎百合丘ロータリークラブより、創立 30周年の祝電が届

いております。 

５． 横浜市営地下鉄 3 号線延伸早期完成期成同盟会より、

2022年度の会費納入のお願いが届いております。 

・年会費 20,000円  ※3月 10日振込済み 

６． 第 3 回川崎・しんゆり芸術祭実行委員会より、書面会議の

ご案内が届いております。 

【幹事報告】                  圓城寺 広明 幹事 

★例会変更 

◎川崎西ＲＣ 3/11（金）、3/18（金）例会取り消し 

◎川崎大師ＲＣ ◎川崎宮前ＲＣ ◎川崎鷺沼ＲＣ 

◎川崎中央ＲＣ ◎横浜あざみＲＣ 

★新横浜 RCより『事務局・例会場移転』のお知らせ 4/1 より 

〇新事務局 ※電話・FAX・メールアドレスは変更無し 

〒222-0033横浜市港北区新横浜 2-14-8 オフィス新横浜 708 

〇新例会場   新横浜グレイスホテル 

 〒222-0033横浜市港北区新横浜 3-6-15 

【出席委員会】            梅澤 馨 委員長 

例会 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1367回 29 21 8  72.4％ 

1366回 29 22 5 2 89.7％ 

1365回 29 19 7 3 86.2％ 

※25 日の例会は百合ヶ丘 CC ですので、お弁当数を正確に

把握するため、出欠変更の方はお申し出ください。 

【各委員会寄付】             

委員会 第 1367回(件数) 合 計 

ニコニコ委員会 19件 ￥21,000 

ロータリー財団委員会 7件 ￥66,800 

米山記念奨学委員会 7件 ￥70,000 

【ニコニコ委員会 メッセージ】 宇津木茂夫 クラブ奉仕委員長 

◇鈴木昭弘会長【あと４ｹ月です】 

◇圓城寺広明幹事【徐さん卒業おめでとうございます】 

◇大野 勉会員【徐さん米山卒業おめでとう】 

◇志村幸男会員【『アルテリッカ新百合美術展』トウェンティワ

ンに行って来ました】 

◇青戸慶太会員 ◇碓井美枝子会員 ◇梅澤馨会員 

◇宇津木茂夫会員 ◇大石佳会員 ◇親松明会員 

◇梶俊夫会員 ◇木村良三会員 ◇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 ◇森茂則会員 ◇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 ◇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 

◇鈴木昭弘会長 ◇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〈代理〉鈴木昭弘会長 

来週３月１８日 休会 

３月２５日 PETS報告(宇津木次年度会長)  百合ヶ丘Ｃ.Ｃ. 

【雑誌広報委員会・他】           大野 勉 委員長 

ロータリーの友８ページ、我が故郷の

2530地区のことが書いてあります。17ペ

ージ～、2022-23年度RI会長のことが21

ページに載っています。 

23ページ、2590地区ガバナーのコメント

をご覧ください。 

次に、30周年の収支報告を発表。理事会にて承認されました。 

【2022－23年度 各委員会 委員長 最終発表】 

 

 

 

 

 

 

 

次年度会長  宇津木 茂夫 次年度幹事  木村 良三 

クラブ奉仕委員会         委員長 青戸 慶太 

・雑誌広報              委員長 長瀬敏之 

・会員増強/職業分類   委員長 蓬田忠 

・会員選考      委員長 梶俊夫 

・出席        委員長 大野勉 

・親睦活動      委員長 鈴木昭弘 

・プログラム     委員長 川崎航 

・研修        委員長 山下俊也 

・クラブ会報     委員長 大石佳 

職業奉仕委員会（四つのテスト） 委員長 森茂則 

・四つのテスト    委員長 松浦健太郎 

国際奉仕委員会    委員長 佐藤忠博 

・Ｒ財団        委員長 圓城寺広明 

・米山奨学       委員長 親松明 

＊米山記念奨学生カンセラー   鈴木昭弘 

社会奉仕委員会    委員長 鈴木豊成 

・ニコニコ       委員長 栗田将弥 

青少年奉仕委員会    委員長 山上剛史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※次年度幹事より  

              木村良三 次年度幹事 

次年度ロースターの会員写真について 

写真を変更される方は、４月末までに 

新しい写真を提出してください。 
 

【四つのテスト】                 木村 良三 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：森 茂則委員  ◇写真：栗田 将弥委員 

   

 

 

  

 米山学友会：大野会員より提供の写真  

宇津木茂夫  

次年度会長 

 

 

委員長 青戸 慶太 

委員長 長瀬敏之 

委員長 蓬田忠 

委員長 梶俊夫 

委員長 大野勉 

委員長 鈴木昭弘 

委員長 川崎航 

委員長 山下俊也 

委員長 大石佳 

委員長 森茂則 

委員長 松浦健太郎 

委員長 佐藤忠博 

委員長 圓城寺広明 

委員長 親松明 

鈴木昭弘 

委員長 鈴木豊成 

委員長 栗田将弥 

委員長 山上剛史 

 

故斎藤直美氏を偲ぶ会 

   

故斎藤直美氏を偲ぶ会に出席してきました。 鈴木 憲治 

日時：令和 4年２月２６日(土)午後１:30～3：00 

会場：名鉄トヨタホテル ７階「金扇の間」 

斉藤様は、元国際ロータリー理事、前（公財）ロータリー米 

山記念奨学会 理事長であり、豊田ＲＣの所属で第 2760

地区ガバナーを務められました。 心からのご冥福をお祈

りいたします。 

【略歴】 

1938年 11月 10日 満州で生まれる。 

1964年 名古屋大学医学部卒業 

1979年 トヨタロータリークラブ入会  1979年 同会長 

2018年 9月～ ロータリー米山記念奨学会理事長 

 修了証明書  


