
第１３７０回例会 ４月 ８日（金）こども食堂寄付 贈呈式     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 

第１３７２回例会 ４月２２日（金）会員卓話         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.】 木村 良三委員 

【 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』 

【今月の誕生日・記念日】       長瀬 敏之 親睦委員長 

〈会員〉碓井美枝子会員(４日)  

〈奥様〉園城寺広明会員夫人 明子様 

佐藤忠博会員夫人 成子様 

鈴木昭弘会員夫人 里香様 

親松明会員夫人 恵美子様 

〈結婚記念日〉親松明会員、蓬田忠会員 

【代表して碓井美枝子会員コメント】 

「この年齢になりますと、いかに飲み薬を

少なくして少しでも長生きするか、更に皆

様に迷惑をかけずに元気で長生きをした

いと思っております。有難うございました。」 

【第 10 回理事・役員会報告】        鈴木 昭弘 会長 

１．2022-23年度 会長方針及び予算について      【承認】 

宇津木次年度会長より 

２．今年度 会長・幹事お疲れ様会について        【承認】

宇津木次年度会長より 

5/27（金）⇒5/28（土）夜間例会へ変更（食事会） 

5/30 希望者によるゴルフコンペ 

３．2022-23年度 各委員会委員長（最終）         【承認】 

宇津木次年度会長より 

４．30周年事業R財団寄付の寄付分類について      【承認】 

鈴木昭弘会長より 

年次基金－シェア 40万円／ポリオプラス 10万円 

５．報告《ウクライナに対する人道支援について》鈴木昭弘会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回の理事会にて会員1人1,000円負担⇒第3Gは5,000

円負担に変更 合計145,000円を特別会計より振込済み 

６．報告《プログラムについて》 鈴木昭弘会長 

4/8こども食堂の寄付贈呈式＋卓話 4/22栗田会員卓話 

5/6職業奉仕招聘卓話 5/13地域招聘卓話 

5/20川崎西税務署長卓話 

７．報告《休会中会員の会費負担額について》鈴木昭弘会長 

分担金とロータリーの友購読料を負担   

８．毎年恒例：米山梅吉記念館100円募金 特別口座より 

【会長報告】       鈴木 昭弘 会長 

１．４月のＲIレート １ドル＝１２２円 

２．ガバナー事務所より、 

〇『第 7回日台ロータリー親善会議（福岡 

大会）』のご案内 ５月６日（金）16:00～ 

ホテルニューオータニ博多とオンライン（国内ハイブリッド） 

オンライン参加 1 クラブ／10,000円   

リアル参加 ロータリアン／22,000円 

〇2022年度 新規米山奨学生・カウンセラーのオリエンテーシ

ョンのご案内が届いております。 

4月 16日（土） 14:00～16:30 ホテルキャメロットジャパン 

※宇津木次年度会長出席予定 

 

 

 

 

 

 
［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 1369 回 例会記録 2022 年 4 月 1 日（金） S.A.A.委員長 志村 幸男 

 
今月、記念日を迎えた会員 

 

 

 



〇『岩沼市千年希望の丘 育樹活動』へのお誘い。 

5月 21日（土） 集合 12:00（仙台駅） 参加費 無料 

３．Ｒ米山記念奨学会より、米山奨学生の世話クラブとカウンセ

ラーの委嘱状が届いております。 

王 坤（オウ クン） 男性 26歳 中国 日本映画大学   

４．米山梅吉記念館より、 

〇「賛助会員」募集と「全国 1人 100円募金」のお願い。 

〇『春季例祭』開催のご案内。 

4月 23日（土） 14:00～ 米山梅吉記念館ホール 

５・東京東大和ロータリークラブより、『創立 50周年記念講演会』

のご案内。 ５月１４日（土） 東大和市民館ハミングホール 

無料 ※申込必要 

６．横浜市営地下鉄 3号線延伸早期完成期成同盟より、 

『メトロの風ニュース』が届いております。 

【幹事報告】    圓城寺 広明 幹事 

★例会変更 

◎川崎北ＲＣ ◎川崎幸ＲＣ  

◎川崎中ＲＣ ◎川崎とどろきＲＣ  

★連絡事項 

今月のガバナー月信に『創立30周年記念事業を終えて』と題

する会長の記事が掲載されております。 

※本日の麻生川清掃活動は、例会後に柿生大橋下の柿生駅

前町会防災倉庫前にお集まりください。 

【出席委員会】            梅澤 馨 委員長 

例会 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1369回 29 17 12  58.6％ 

1368回 29 17 10 2 65.5％ 

1367回 29 21 0 8 100.0％ 

【各委員会寄付】             

委員会 第 1369回(件数) 合 計 

ニコニコ委員会    17件 ￥17,000 

ロータリー財団委員会    7件 ￥68,800 

米山記念奨学委員会    6件 ￥65,000 

【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【あっという間に桜が散ってしまいました】 

◇圓城寺 広明幹事【今日はエープリルフールです】 

◇大野 勉会員【新年度のスタートです】 

◇梶 俊夫会員【本日入社式を行いました】 

◇志村 幸男会員【桜が咲きました】 

◇鈴木 憲治会員【寒くなりました。体調管理を十分に！】 

◇碓井 美枝子会員 ◇宇津木 茂夫会員 ◇梅澤 馨会員 

◇親松 明会員 ◇木村 良三会員 ◇鈴木 豊成会員 

◇長瀬 敏之会員 ◇花輪 孝一会員 ◇森 茂則会員  

◇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 

◇鈴木 昭弘会長 ◇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             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        

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 

ロータリーの友今月号の概要説明。14ページのアンケートの説

明、他 20ページ、41ページ、24ページなどをご覧ください。 

※報告事項 宇津木 茂夫次年度会長 

次年度会長方針と予算については後日

見て頂くようにします。 

また会長幹事ご苦労様会について 

泊まりの会はやめにして、夜会の方向で 

検討。日にちは５月２７日(金)の例会を５月２８日（土)に変更、

また希望者のみの親睦ゴルフは５月３０日(月)の予定です。 

【四つのテスト】宇津木 茂夫会員【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 茂夫委員 

 

 

   

 

麻生川清掃活動 
青空と満開の桜の元で 

    13：40 現地集合 

    14：30 清掃終了 

 

 
写真：木村良三 委員 

 


