
第１３７４回例会 ５月１３日（金）招聘卓話            ホテルモリノ 

第１３７５回例会 ５月２０日（金）招聘卓話：川﨑西税務署長   ホテルモリノ 

第１３７６回例会 ５月２７日(金)⇒２８日(土)へ変更 夜間例会  『梅の花』 

 

 

【開会点鐘】 鈴木 昭弘 会長 【S. A. A】佐藤忠博 委員 

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』 

【ゲスト・ビジター紹介】       鈴木 昭弘 会長 

◆石野 百合子様  職業奉仕委員会 川崎百合丘 RC 

◆米山奨学生 

 王
おう

 坤
くん

 さん 
 

（右）４月分の奨学金 

を受ける王さん 
 

【王さんのコメント】 

「王
おう

 坤
くん

と申します。 

出身は中国の河南省 

です。前は韓国で芸能人として活動していました。日本の昭和時

代の芸術やドラマが好きで日本に来ました。今は日本映画大学

の俳優コースで勉強しています。これから２年間宜しくお願いいた

します。」  

【今月の誕生日・記念日】         

長瀬 敏之 親睦委員長 

〈会員〉上田昌行会員(６日：当日)、 

森茂則会員(９日)、山下俊也会員(１７日)、 

鈴木豊成会員(１７日)、 

〈奥様〉 大石佳会員夫人 妙子様、 

鈴木豊成会員夫人 陽子様、  

蓬田忠会員夫人 文香様   

〈結婚記念日〉 佐々木範行会員 

【代表して上田昌行会員コメント】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 11 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（案）           【承認】 

宇津木次年度会長より 

２．2022-23年度 例会プログラム予定について     【承認】 

宇津木次年度会長より 

３．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月28日（土）「梅の花」にて 新百合ヶ丘店 18:00点鐘  

会費 5,000円 不足分は親睦より 

【会長報告】       鈴木 昭弘 会長 

１．５月のＲIレート １ドル＝130円 

２．ガバナー事務所より、『職業奉仕講演会』 

の申込期間延長のご案内。 

5月 18日（水） 15:00～17:00  

はまぎんホール  締め切り日：5月 13日（金）迄延長 

３．川原中原ＲＣより、卓話のご案内が届いております。 

5月 12日（木） ホテル精養軒 12:30 点鐘   

卓話者 防衛大学校教授 坂口大作先生 

４．川崎・しんゆり芸術祭 2022 実行委員会より、委員会報告が

届いております。 

 

 

 

 

 

 

［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 1373 回 例会記録 2022 年 5 月 6 日（金） S.A.A.委員長 志村 幸男 

 
今月、記念日を迎えた会員 

 

 

「本日 53歳になりました。本日は有難うございました。」 

 

 



【幹事報告】      圓城寺 広明 幹事 

★例会変更 

◎川崎西北ＲＣ 6/23（木） 最終例会夜会  

18:00点鐘 登戸柏屋例会場 

◎川崎百合丘ＲＣ 5/17（火） 家族感謝会  

17:30点鐘 アサオガーデン 

◎川崎高津ＲＣ 5/19（木）⇒5/20（金） 移動例会 4 クラブ合

同セミナー 

◎川崎大師ＲＣ ◎川崎鷺沼ＲＣ ◎川崎中原ＲＣ 

◎横浜あざみＲＣ ◎川崎とどろきＲＣ ◎川崎中ＲＣ ◎新川崎ＲＣ 

★会報着 ◎川崎北ＲＣ 第2962回（1/19） 

～第 2972回（4/13） 

◎川崎中原ＲＣ 第 1518回（1/ 6） 

～第 1524回（4/ 7）        

【出席委員会】  梅澤 馨 委員長 

例会 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1373回 29 21 8  72.4％ 

1372回 29 22 10 4 75.9％ 

1371回 29 18 14 3 62.1％ 

【各委員会寄付】             

委員会 第 1373回(件数) 合 計 

ニコニコ委員会 19件 ￥19,000 

ロータリー財団委員会 7件 ￥69,000 

米山記念奨学委員会    6件 ￥55,000 

【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【王さん2年間よろしく！石野様卓話よろしく

お願いします】 

◇圓城寺広明 幹事【王さんようこそ！石野さんよろしくお願いします】 

◇大野勉 会員【石野さんよろしく】 

◇親松明 会員【先日は家内に美しい花ありがとうございました】 

◇栗田将弥 会員【上田さん誕生日おめでとう！】 

◇志村幸男 会員【石野先生宜しく】 

◇長瀬敏之会員【10連休中ですが石野先生の卓話出てきました】 

◇青戸慶太 会員 ◇宇津木茂夫 会員 ◇梅澤馨 会員 

◇大石佳 会員 ◇梶俊夫 会員 ◇木村良三 会員 

◇鈴木豊成 会員 ◇中山隆弘 会員 ◇花輪孝一 会員 

◇森茂則 会員 ◇山下俊也 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】宇津木クラブ奉仕委員長 

◇鈴木昭弘 会長【王さん、石野さん宜しくお願いします 】 

◇圓城寺広明 幹事【王さん、石野さん宜しくお願いします 】 

◇宇津木茂夫 会員 ◇梅沢馨 会員 ◇木村良三 会員 

◇志村幸男 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 【王さん、石野さん宜しくお願いします】 

◇圓城寺広明 幹事 【王さん、石野さん宜しくお願いします】 

◇宇津木茂夫 会員【王さん、これからよろしく】 

◇梅沢馨 会員 ◇木村良三 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 

５月６日（本日） 石野百合子様 卓話 

１３日 地域の方の卓話 

２０日 川崎西税務署長 石本様 卓話 

２７日⇒２８日(土) 会長幹事ご苦労様会 

【雑誌広報委員会】                大野 勉 委員長 

今月は青少年月間ですので 10ページをご覧ください。「ロー

タリー平和フェローが見たウクライナ」ということで、横書きで載

っています。他に献血の呼びかけなど、お読みください。 

【卓話】    職 業 奉 仕 委 員 会 卓 話  

 川崎百合丘RC 石野百合子 様 

〈ご紹介〉中山隆弘 職業奉仕委員長

「石野弁護士は 2011 年に弁護士登

録をされ、3 年前に私の事務所に移

籍されました。特に少年事件を扱っ

ていて全国的に活躍されています。」 

「本日は仕事内容のお話をさせて頂きます。私は大学卒業 

後、しばらく民間企業(銀行)にいました。場所は日本橋で、

地場の会社や商社が多い場所でした。 

弁護士を目指したのは、お客様の顔が身近に見えるような

いわゆる“町弁”になりたいと思いました。実際に弁護士

になるのには紆余曲折がありましたが、弁護士になって 11

年経ちました。しばらくは横浜の裁判所近くの事務所に在

籍していましたが、新百合ヶ丘で育ちましたので、子ども

が生まれてから現在の事務所に移籍しました。 

現在、全国に約 43000人の弁護士がいます。神奈川県内に

1728名、川崎市に 233名、麻生区に 8名で、人口比として

は少ない数字になります。それは麻生区が裁判所から遠い

からだと思います。 

弁護士が少ないから 

といってトラブルが 

ないわけではなく、 

身近な弁護士業務を 

この町でやっており 

ます。」(以下省略) 

【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：大石佳委員  ◇写真：宇津木茂夫委員 

 

 

 

 

 
有難うございました。 


