
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２８日（土) 会長幹事ご苦労様会      『梅の花』 

第１３７７回例会 ６月 ３日（金) 新旧理事役員会        ホテルモリノ 

 

 

 

【開会点鐘】 鈴木 昭弘 会長  【S.A.A.】 佐藤 忠博委員 

【 例 会 場 】 ホテルモリノ 

【 ソ ン グ 】 ロータリーソング『それでこそロータリー』 

【ゲスト・ビジター紹介】         鈴木 昭弘 会長 

◆今井 雄也 様 (一般社団法人サステナブルマップ代表理事)

◆秋場 史康 様 (鈴木昭弘会長、圓城寺幹事ご友人) 

◆秋場 莉玲 様 (奥様) 

「元々歌手で、ボイストレーニングや手話で

歌ったりしていたことから、障害のある方や

高齢者と関わるようになりました。今、農業

と福祉とエンターテイメントの会社を作ろう 

としています。６月30日にライブがありますのでお越しください。」 

◆王
おう

 坤
くん

 さん 

米山奨学生 
 

５月分の奨学金を 

お渡しする 

  

 

【お見舞い】  

鈴木 昭弘 会長 

手術された佐々木範行会

員へお見舞いをお渡しする。 

【新旧合同会長幹事会報告（5/11）】 鈴木 昭弘 会長 

ガバナー補佐より ◇地区職業奉仕委員会の講演会開催

についての発表 ◇米山奨学生へのハラスメントについて

◇3/31 現在、各種寄付金、義援金などの発表  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【会長報告】                 鈴木 昭弘 会長 

１．ガバナー事務所より、 

〇2022 年国際大会（ヒューストン）についての『地区方針と

ＲＩ最新情報』が届いております。 

・地区方針：今年度の国際大会には参加しない。 

・ＲＩ最新情報：国際大会はバーチャル形式での参加も可能。 

登録料 ５/５～５/１０:５０米ドル ５/１１～８/３１:７５米ドル 

〇2020-21年度ＲＬＩ（リーダーシップ研修会）参加者「懇親

会」開催のご案内が届いております。 

  6月 20日（月）17:00～19:00 崎陽軒本店   

参加費 5,000円（当日徴収） 

〇ＲＡ年次活動報告・卒会式のご案内が届いております。 

 ６月１１日（土）12:30～15:30  ホテルプラムとＺＯＯＭ 

２．あさお区民まつり実行委員会より、実行委員の推薦と実

行委員会開催のご案内が届いております。 

・実行委員の推薦：例年通り 宇津木次年度会長で提出予定   

・第 1回実行委員会 ６/１３（月）19:00～ 麻生区役所４階 

【幹事報告】                  圓城寺 広明 幹事 

★会報着 

◎川崎とどろきＲＣ  第1016回（1/17）～第1021回 

 

 

 

 

 

 

［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 1374 回 例会記録 2022 年 5 月 13 日（金） S.A.A.委員長 志村 幸男 
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※来週の例会会場はホテルモリノです。税務署長の卓話です

ので大勢の方のご出席をお願いいたします。 

【出席委員会】           梶 俊夫 副委員長 

例会 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1374回 29 19 10  65.5％ 

1373回 29 21 8 2 79.3％ 

1372回 29 19 10 4 75.9％ 

 

 

 

 

【各委員会寄付】             

委員会 第 1374回(件数) 合 計 

ニコニコ委員会    16件 ￥16,000 

【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【今井様、秋場ご夫妻、本日はようこそ！】 

◇圓城寺広明幹事【   同上                 】 

◇碓井美枝子会員 ◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤 馨会員 

◇大野 勉会員 ◇親松 明会員 ◇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 ◇長瀬 敏之会員 ◇花輪 孝一会員 

◇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。 

◎次年度の各委員会の方針・実施計画は 5 月 16 日までに

提出をお願いたします。 

【卓話】    サステナブルマップについて  

(一社)サステナブルマップ 代表理事 今井 雄也 様 

【会社概要】 

2022年4月設立 

【所在地】 

 川崎市川崎区 

※5～6月に麻生区 

に変更 

【プロフフィール】 

◆川崎市多摩区生まれ 

◆2003年～ ラジオ DJ、スタジアム DJ等、ナレーション業  

◆2011 年～ 再生可能エネルギー 太陽光発電のデベロッパ

ー勤務 ◆2013 年～ バイオマス発電メーカー勤務 ◆2017

～2020 年 9 月末 バイオマス発電事業会社 取締役 案件開

発、営業、広報を担当 ◆2020 年 1 月～ 個人事業 グローカ

ルアクト設立（2022.5 法人化） ◆2020 年 9 月～ 市民団体

「あさおの SDGs」設立（2022.4 一般社団法人化） 

Mission  

子どもたちと地域の未

来を創造する。 大人、

子ども、性別や国籍、

様々な「○○だから」と

いう定義によって、 た 

くさんの可能性に蓋をしてしまう・されてしまう社会。 

 人や街とつながっていくことで今までよりもより自分の地域を

探究し、 好きになり、繋がっていく。私たちの活動は、そのき

っかけの「場」を子どもたちと共に創造してまいります。  

Value  

For the area ～地域に暮らすひとりひとりのために～ 

 Caputuring society ～子どもたちの目線から社会を捉え情報

発信する～ Return Education ～子どもたちが起こす、大人の

行動変革～ Sustainable ～持続可能な地域社会を作るきっ

かけを提供する～ 

SDGs（エスディージーズ）とは 

「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略

称。正式名称は「我々の世界を変革する：持続可能な開発の

ための 2030アジェンダ」と言います。 

 

 

 

 

 

 

【沿 革】 

2020 年 9 月 麻生区内在住・勤務の子育て世代（30～40代）

の 8人が集まり、市民団体「あさおの SDGs」発足 

2021 年 5 月 令和三年度 麻生区市民提案型協働事業採択 

2021 年 12 月 静岡市主催 「静岡市 SDGs連携アワード」に

おいて ローカルアクション部門受賞 県外から唯一の選出 

2022 年 1 月 川崎市長、麻生区長、地域企業をゲストにお招

きし、 「麻生区こども SDGs フォーラム」を実施  

2022 年 2 月 第 3回 SDGs クリエイティブアワードにて活動内

容のプロモーション動画が 「SDGs ローカルアクション映像大

賞・一般の部」を受賞 2022 年 3 月 活動の軌跡として作成し

た「麻生区サステナブルマップ」完成 

【事業内容】 

●区内小中学生を横断的に 集め、多世代が関われる きっか

けを提供する。●サステナブルマップの作 成を通じ、官民学

連携の 持続可能な「つながり」 を形成する。●SDGsに関す

る導入支援 コンサルティング             (以下省略) 

 

【四つのテスト】親松 明 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：宇津木 茂夫会員  ◇写真：栗田 将弥委員 
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貴重なお話を有難うございました
c 


