第 1377 回 例会記録 2022 年 6 月 3 日（金） S.A.A.委員長 志村 幸男
【開会点鐘】 鈴木 昭弘 会長 【S.A.A.】碓井美枝子委員
【 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〉 蓬田忠会員(２日)、
大野勉会員(１９日)、

今月、記念日を迎えた会員

圓城寺広明会員(２８日)

【会長報告】

〈奥様〉 青戸慶太会員夫人 聖美様

鈴木 昭弘 会長

１．６月のＲI レート １ドル＝１２７円

〈結婚記念日〉 川﨑航会員、

２．地区ロータリー学友会より、賛助金の領収証が届いてお

木村良三会員

ります。 12,000 円（森田 大様分）

【代表して圓城寺広明会員コメント】

らメール添付へ変更

「今月の誕生日で５３歳になります。誕生

３．地区ロータアクト委員会より、記念誌送付と『年次活動報

日を忘れてしまうのですが、今言われて

告・卒会式』のご案内が届いております。

思い出しました。これからもよろしくお願

〇記念誌

いいたします。」

〇年次活動報告・卒会式

【第１2 回理事・役員会報告】

今年度より郵送か

鈴木 昭弘 会長

１．例会時使用アクリル板作成費負担について

１クラブにつき１冊

6 月 11 日（土）

12:30～15:30

ホテルプラム横浜

【承認】

鈴木昭弘会長より：川崎百合丘RCより借用のアクリル
板の作成費負担

作成費総額￥146,000を折半

￥73,000を特別会計より
“作成費内訳” 小￥2,000×23個 大￥50,000×2個
２．会長・幹事お疲れ様会収支報告

【承認】

木村次年度幹事より：
３．2022-23年度納涼会について

【承認】

鈴木昭弘次年度親睦活動委員長より：8月19日（金）
４．その他 宇津木次年度会長より：

【承認】

会報担当業務内容変更について 会報委員は写真のみ

【幹事報告】

圓城寺 広明 幹事

★例会変更
◎川崎百合丘ＲＣ

6/27（月）～6/29（水）移動例会「会長

幹事ご苦労様会」沖縄
◎川崎中央ＲＣ ◎川崎鷺沼ＲＣ ◎横浜あざみＲＣ

第 １ ３ ７ ８ 回 例会 ６月１０日（金）クラブフォーラム
第 １ ３ ７ ９ 回 例会 ６月１７日（金）各委員会年度報告
第 １ ３ ８ ０ 回 例会 ６月２４日（金）最終例会

ホテルモリノ
ホテルモリノ
ホテルモリノ

［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

【出席委員会】

梅澤 馨 委員長

【雑誌広報委員会】

修正

出席率

「ロータリーの友」も最終号となりました。

72.4％

RI 会長の最後のメッセージが写真ととも
に載っています。〈中略〉１７ページに例

例会

会員

出席

欠席

1377 回

29

21

8

1376 回

29

20

9

1

72.4％
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65.5％

大野 勉 委員長

会出席や会員身分に関することが載っ
ています。２２ページにスマホで撮った
写真の印刷の仕方など、参考にしてください。〈以後省略〉

【会長の日】

１年を振り返って

鈴木 昭弘 会長

約1年半前より圓城寺幹事と就任
の準備を進めてまいりました。準備中
もまた就任中も、身内の不幸が重なり、

【各委員会寄付】
委員会

第 1377 回(件数)

合 計

ニコニコ委員会

21 件

￥32,000

ロータリー財団委員会

8件

￥90,800

米山記念奨学委員会

8件

￥98,000

【ニコニコ委員会 メッセージ】

他の役職も急遽仰せつかり、またコロ
ナ禍の影響も受け、スムーズにはい
かない年度でした。その中で1年間ご
協力を頂いた会員の皆様には本当に感謝申し上げます。
前年度同様、コロナの影響で様々な活動が中止になる中、

森 茂則 副委員長

簡素ながら「創立３０周年記念例会」を無事に終えることができ

◇圓城寺広明幹事【会長、今日はよろしくお願いいたします】

たことは安堵しております。その記念行事としての様々な寄付

◇大野勉会員【お疲れ様会とゴルフ お疲れ様でした】

に関しては、予想以上の金額が集まり感謝しております。半面、

◇木村良三会員【先週・今週イベントご参加ありがとうございました】

会員増強や奉仕活動については、計画通りにならなかったこ

◇志村幸男会員【先日、陸前高田に復興支援行って来ました】

とは悔やまれます。特に地域への奉仕が出来なかったことは

◇鈴木昭弘会長 ◇青戸慶太会員 ◇碓井美枝子会員

心残りです。次年度へも継続して頂きたいと希望しております。

◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 ◇親松明会員

では、例会報告のスライドを見ながら、1年間を振り返ります。

◇梶 俊夫会員 ◇佐々木範行会員 ◇佐藤忠博会員

【７月】初例会でガベルを引き継ぎました。コロナ禍のため納涼

◇鈴木憲治会員 ◇鈴木豊成会員 ◇長瀬敏之会員

会は中止。上田会員が入会され、会員数２９名となりました。

◇花輪孝一会員 ◇森 茂則会員 ◇山下俊也会員
◇雪井洋子会員 ◇親睦ゴルフ参加者有志一同
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
◇鈴木憲治会員 【2 ヶ月分の寄付です】
◇鈴木昭弘会長
◇梅澤馨会長

◇碓井美枝子会員
◇親松明会員

◇鈴木豊成会員

◇宇津木茂夫会員

◇木村良三会員
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

◇志村幸男会員 【先日、東北大震災復興支援アートタイル壁
画店除幕式に行ってきました】
◇鈴木憲治会員 【2 ヶ月分の寄付です】
◇鈴木昭弘会長

◇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
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

【８月～９月】緊急事態宣言が発令。例会はほとんど休会。
【１０月】例会再開。クラブ協議会、２２日：ガバナー公式訪問。
【１１月】次年度の理事役員候補者発表。３０周年記念例会に
向けてのフォーラム。２６日～２７日：地区大会が開催される。
【１２月】３日：年次総会、次年度理事役員が決まる。クリスマス
家族会は中止。マイロータリー登録セミナーを行う。残念なが
ら登録者なし、年度末までには何とか対処したい。
【１月】またコロナ感染者増加。３０周年に向けてのフォーラム。
【２月】蔓延防止等重点措置発令。IM 中止。他クラブ訪問中止。
１９日：３０周年記念例会、最小限の規模で例会と式典を行う。
【３月】他クラブへの訪問や招聘卓話は中止。
【４月】1 日：麻生川沿岸清掃活動。８日：子ども食堂への寄付
贈呈と卓話。招聘卓話。次の米山奨学生、王坤さん決まる。
【５月】職業奉仕卓話、SDGS の卓話、川崎西税務署長卓話。
２８日：会長幹事ご苦労様会の開催。
--この１年間支えて頂いた圓城寺幹事に感謝いたします--

６月の予定 ◎本日３日：会長の日（１年を振り返って） ◎１０

【四つのテスト】志村幸男 会員 【閉会点鐘】鈴木昭弘 会長

日：クラブフォーラム（次年度へ向けて、次年度５大奉仕委員

【会報委員会】

長挨拶） ◎１７日：各委員会年度報告 ◎２４日：最終例会

◇文責：山下 俊也 委員長

山下 俊也 委員長
◇写真：森 茂則委員

