
第１３７９回例会 ６月１７日（金）各委員会年度報告   ホテルモリノ 

第１３８０回例会 ６月２４日（金）最終例会       ホテルモリノ 

第１３８１回例会 ７月 １日（金）新年度初例会     ホテルモリノ 

 

 

 

【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 】 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 

◆樋口 明 様 ガバナーノミニー（神奈川ＲＣ） 

【ご挨拶】 現在、地

区のガバナーノミニ

ーを仰せつかってお

ります。麻生ロータリ

ーには5，6年前に百

合ヶ丘カントリー倶 

楽部での例会へ伺いました。鈴木憲治会員にはお世話になっ

ております。地区では米山学友委員としては大野さんにお世

話になり、他にもいろいろな所でご縁がつながっています。 

地区の情報としてウクライナ支援に関して、皆様からの支援金

と地区の補助金を合わせて５月にロータリー日本財団に10万

ドルを送金させていただきました。使い道はウクライナから避難

された方々への人道支援として、ポーランドのＲＣを経由する

ことになると思われます。皆さまのご支援に感謝いたします。 

次年度はガバナーエレクトとなり、皆様には大変お世話になり

ます。クラブの発展と会員の皆様のご健勝をお祈りいたします。 

◆王
おう

 坤
くん

 さん   

米山奨学生 

 

今月の奨学金を 

お渡しします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会長報告】      鈴木 昭弘 会長 

◎ＮＰＯ法人 和む より、「戦争を無くそう」10万人署名の 

案内と署名依頼が届いております。 

※卓上資料に『請願書』を添付してあります。ご賛同され

る方は署名をお願いいたします。 

◆ご注意：ご住所は県名よりご記入をお願いいたします。 

【幹事報告】      〈幹事代行〉木村 良三 次年度幹事 

★例会変更 なし 

※鈴木憲治会員より加賀銘菓「柴舟」 

のお土産を皆様に頂きました。 

※長瀬会員の農園「さるだベリー」で 

採れた大粒のブルーベリーを使っ 

たムースを頂きました。 

（王くんが“想像以上においしい”と感激していました。） 

【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 

1378回 29 19 10  65.5％ 

1377回 29 21 8 1 75.9％ 

1376回 29 20 9 1 72.4％ 

 

 

 

 

 

［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 1378 回 例会記録 2022 年 6 月 10 日（金） S.A.A.委員長 志村 幸男 

 

 

 

 

 



【各委員会寄付】             

委員会 第 1378回(件数) 合 計 

ニコニコ委員会 18件 ￥20,000 

ロータリー財団委員会 1件 ￥10,000 

【ニコニコ委員会 メッセージ】 青戸 慶太 社会奉仕委員長 

●お客様  ◇神奈川RC ガバナーノミニー 樋口明 様 

【本日はお世話になります。よろしくお願い申し上げます】 

●会員 

◇鈴木昭弘会長【樋口様、本日はようこそ‼】 

◇大野勉会員【樋口ノミニー宜しくお願いします】 

◇鈴木憲治会員【樋口さんようこそ！】 

◇長瀬敏之会員【私が作っているブルーベリーを使ったブル 

ーベリームース、早野のスローファームで売っています】 

◇蓬田忠会員【女房に誕生日のお花有難うございました】 

◇青戸慶太会員 ◇碓井美枝子会員 ◇宇津木茂夫会員 

◇梅澤馨会員 ◇親松明会員 ◇梶俊夫会員 

◇木村良三会員 ◇佐々木範行会員 ◇鈴木豊成会員 

◇中山隆弘会員 ◇花輪孝一会員 ◇森茂則会員 

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 

◇佐々木範行会員      ご協力有難うございました。 

【ご報告】         地区米山学友委員 大野 勉 会員 

地区の米山記念奨学会委員会の引

継ぎ会が６月８日に行われました。 

今年度 2590 地区は、寄付額２番目

でした。次年度も引き続きご寄付を宜

しくお願いいたします。 

【クラブフォーラム】  

次年度に向けて ５大奉仕委員会 活動計画 

◆職業奉仕委員会          森 茂則 次年度委員長 

●方  針  

職業奉仕の理念を学ぶ場でもある職場訪問を、当クラブ会

員同士の意見交換の場として、コロナ禍で減った職場訪問

を活用したいと考えております。 

●実施計画  

1.工場見学や学校訪問等を計画  2.会員卓話聘卓話（当

クラブの会員の職業以外に従事されている方の卓話） 

◆青少年奉仕委員会      山上 剛史 次年度委員長 

●方 針 

各委員会との連携を密にし、地域の青少年が奉仕活動等

を通じてリーダーシップ、フォロワーシップを醸成する機会

を主体的に創出し、麻生ロータリークラブ全体の活動促進

に寄与する。 

 

 

 

 

 

 

●実施計画  

１）地区青少年奉仕委員会との緊密な連携 

２）奨学生及び係わる交友関係も含めた幅広な支援 

３）ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）への積

極的な参画 

４）地域青少年クラブ団体（ラグビー、野球等）への支援 

５）他委員会開催の青少年に関わる奉仕イベント・プロジェ

クトへの協力 

６）こども食堂、周年行事への一環として継続支援する 

◆社会奉仕委員会        鈴木 豊成 次年度委員長 

●方 針  地域社会において奉仕の輪を広げて参ります。 

●実施計画 

１．クリーン作戦として新百合ケ丘駅周辺の清掃活動の実施（１０月） 

２．麻生川周辺桜まつりに合わせ清掃活動実施（３月） 

３．地域の皆さんや奉仕団体と共に合同で奉仕活動を実施

してまいります。 

４．継続事業実施と新規の奉仕活動を開拓してまいります。 

◆国際奉仕委員会        佐藤 忠博 次年度委員長 

●方 針  クラブ会員の皆様に国際奉仕の目的、活動を

理解して頂き、交友・親善・交流の実施に努め、参加して頂

けるよう努めて参ります。 

●実施計画 

１，ロータリーカードの取得と利用の推進（ポリオ撲滅活動

資金源）  ダイナースクラブカード（利用金額の３％） 

２，ポリオプラスへの寄付金への理解と協力 

３，近隣大学の留学生による新世代の集いを計画し交流を

実施（地区補助金の活用） 

４，２月の「世界理解月間」卓話企画 

◆クラブ奉仕委員会       青戸 慶太 次年度委員長 

●方 針   

会長が掲げた『伝統を掲げ、そして地域社会に奉仕の輪を』

を今年度の活動の基本とし、コロナ禍ではありますが、会員

同士の親睦を図り、地域に密着した奉仕活動を実践する。 

●実施計画 

①各委員会と連絡を密にして、活気ある例会を行う。 

②社会奉仕委員会と連携し、地域に密着した奉仕活動を実施する。 

③親睦委員会と連携し、会員同士の親睦の場を設ける。 

④各委員会と協力して、会員増強を目指します。 

【四つのテスト】佐々木範行会員 【閉会点鐘】鈴木昭弘会長 

【会報委員会】                山下 俊也 委員長 

◇文責：鈴木 昭弘会長  ◇写真：中山 隆弘会員 

     

（代理：宇津木茂夫 次年度会長） 

 

（代理：宇津木茂夫 次年度会長） 

宇津木茂夫     鈴木豊成 〈次年度〉 佐藤忠博〈次年度〉  青戸慶太〈次年度〉 

〈次年度〉会長    社会奉仕委員長     国際奉仕委員長   クラブ奉仕委員長 


