
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）招聘卓話（地区職業奉仕） ホテルモリノ 

第１３７１回例会 ４月１５日（金）招聘卓話（R財団）    百合ヶ丘カントリー倶楽部 

 

 

 

【開会点鐘】 鈴木 昭弘 会長 【S.A.A.】 志村 幸男委員長 

【 例 会 場 】 百合丘カントリー倶楽部 

【 ソ ン グ 】 ロータリーソング『四つのテスト』 

【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 

※米山奨学生としては本日で最後です。 

【会長報告】      鈴木 昭弘 会長 

１．ガバナー事務所より、 

〇『職業奉仕講演会』のご案内が届 

いております。 

５月１８日（水）15:00～17:00 はまぎんホールヴィアマーレ 

 ※各クラブより 5名  クラブ負担金 5,000円 

〇第９回全国インターアクト研究会のご案内。 

４月２４日（日） 14:00～16:30 オンライン（ZOOM）  

※申込が必要 

２．川崎・しんゆり芸術祭実行委員会より、 

〇第 4回実行委員会開催のご案内が届いております。 

 4月 13日（水） 18:30～ 麻生区役所 4Ｆ 

〇2022年公演のご招待のご案内が届いております。 

※ご希望の方は、卓上資料《御招待申込書２》に記入の

上例会後事務局へご提出ください。 

【幹事報告】                  圓城寺 広明 幹事 

★例会変更  

◎川崎西RC ◇4/29（金）祝日休会 ◇5/6（金）定款休会  

◎川崎高津RC ◇4/ 7（木）⇒4/ 9（土）移動例会『献血活動』

溝の口駅前 ◇4/14（木）移動例会「職場見学：川崎スカイブリ

ッジ」   ◎川崎マリーンＲＣ ◎川崎大師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 

1368回 29 17 12  58.6％ 

1367回 29 21 0 8 100％ 

1366回 29 24 3 2 89.7％ 

【委員会寄付】             

ニコニコ委員会 

第 1368回 15 件 

合計 ￥15,000 

【ニコニコ委員会 メッセージ】 

            森 茂則 副委員長 

◇鈴木昭弘 会長【麻生川の桜が咲き始めました】 

◇圓城寺広明 幹事【花見がたのしみです】 

◇梅澤馨会員【今日からプロ野球です】 

◇栗田将弥会員【毎日うかれましょう】 

◇碓井美枝子会員 ◇宇津木茂夫会員 ◇大野勉会員  

◇親松明会員 ◇梶俊夫会員 ◇木村良三会員 ◇志村幸男会員 

◇鈴木憲治会員 ◇鈴木豊成会員 ◇長瀬敏之会員  

◇森茂則会員         以上、ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

［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 1368 回 例会記録 2022 年 3 月 25 日（金） S.A.A.委員長 志村 幸男 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

【PETS 報告】          宇津木 茂夫 次年度会長 

【日にち・場所】  

第一日目 2022 年３月１８日、  

ソシア２１にて 

（第二日目は４月２５日の予定） 

ロータリー次年度地区カレンダーより 

９月９日 ガバナー公式訪問 

８月２６日 ガバナー補佐を迎えてクラブ協議会 

１０月１２日 チャリティーゴルフ大会(相模原カントリークラブ) 

１１月１１日～１２日 地区大会 

５月２８日～３１日 国際大会 メルボルンにて 

来年の３月 15日以降の予定で 会長エレクト研修会 

研修会より 

◎2022-2023RI 会長 ジェニファー・ジョーンズ氏  

テーマ【イマジン・ロータリー】 

「昨日のことをイマジン（想像）する人はいません。それは

未来を描くことです。」 

◎2022-2023 年度ガバナー 志村雄治 氏  

テーマ【「ロータリーの再生」ー新たな挑戦ー】 

「魅力あるクラブ創りに向けて、新たな挑戦をしましょう」 

研修内容 

１．会長の役割について 

クラブ会長の任務 理事会を計画実行など 10項目 

２．会員増強について 

   各クラブ２名増強をお願いします。 

３．クラブ管理運営（旧クラブ奉仕） 

・2590地区の HP卓話バンク・ロータリーマップのパスワ

ードロックを無くしたので活用しやすくなりました。 

・ロータリーロゴを正しく使う➡各クラブの HPのロゴを確

認して下さい。（間違った使用が多いです） 

４．奉仕プロジェクトについて 

   奉仕部門について手続き要覧などから説明 

５．危機管理について 

   青少年プログラムにおける危機を認知してから RIへ７２ 

   時間以内に報告。各クラブは事実の真偽を問うことなく地 

   区へ電話報告。 

  （報告書は一報を入れてから作成し 4場所へ提出） 

① 虐待・ハラスメントの申し立て全て 

② 青少年が関与する深刻な事態（事故・犯罪・早期帰

国・死亡） 

ローターアクト、その他留学生なども同様に地区へ報告

願います。 

６．青少年奉仕について 

  青少年交換は 22-23年度募集をし、3-24年度再開を目 

  指す。RYLAは、今年は 5月に実施予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【四つのテスト】森 茂則会員  【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：宇津木 茂夫 会員 

 

----------【以下、休会中の会長幹事報告】--------- 

■2月 25日(金) 

【会長報告】 

1、 ガバナー事務所より、クラブ会長エレクト研修セミナー

（PETS）開催のご案内が届いております。 

第１回：3月 18日（金）13:30～17:30（講義形式） 

第２回：4月 25日（月）13:30～17:30（グループ討論形式） 

会場：両日とも ソシア 21   登録料：5,000 円 

※宇津木会長エレクト出席予定 

2、 R 米山記念奨学会より、終了奨学生の 4 月以降連絡先

WEB登録フォロー依頼が届いております。 

3、 川崎百合丘ＲＣより、創立 30周年の祝電が届く。 

※３月１１日の例会にて報告、 

4、 “社会を明るくする運動”麻生区委員会より、『ホゴちゃん

ぬりえ展示会』開催のご案内が届いております。 

3月 8日（火）～3月 15日（火） 8:30～17:00 

麻生区役所 ２階ロビー 

【幹事報告】 

◆例会変更 

〇川崎西北 RC ３月より通常例会再開 

〇川崎高津 RC 3/17（木）移動例会「早朝供養例会」大蓮寺 

   3/24（木） ⇒ 26日（土） 移動例会「お花見夫人デー」 

   3/31（木）  例会なし 

川崎ＲＣ／川崎大師ＲＣ／川崎マリーンＲＣ／川崎とどろきＲＣ

／川崎中ＲＣ／川崎宮前ＲＣ 

 

 

 

  

蓬田会員へ P.H フェローのバッジ 志村会員へマルチプル賞状 



■3月 18日(金) 

【会長報告】 

１． ガバナー事務所より、『2022-23 年度地区研修・協議会』

のご案内が届いております。 

◆実施形式  ：冊子配布による研修・情報提供 

◆クラブ負担金：無料 

◆配布時期  ：４月中 

◆配布対象者：①会長・幹事 ②クラブ管理運営 ③奉仕

活動 ④青少年奉仕 ⑤ロータリー財団 ⑥米山記念奨

学  以上６部門 

２． 米山記念奨学会より、“ハイライトよねやま 264 号”のご案

内が届いております。  

３． ロータリーの友事務所より、“ロータリーの友”購読料改定

のお知らせが届いております。 

◆購読料：200円 ⇒ 250円（税別）へ改定 

◆改定時期：2022年 7月号より 

 

 

４．川崎百合丘 RC より、訃報が届いております。 

※3月 11日例会にて会長よりお知らせ済み。 

【幹事報告】 

◆例会変更 

〇川崎百合丘 RC ３/22（火）例会中止 3/29（火）例会中止 

 

   

米山奨学生 徐 菁一さん ご卒業 

2022.3 月 22 日 

おめでとうございます  

 

 

 


