
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）理事役員会・就任挨拶  ホテルモリノ 

第１３８２回例会 ７月 ８日（金）就任挨拶        ホテルモリノ 

 

 

 

【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 】 ロータリーソング『我等の生業』 

【ゲスト・ビジター紹介】         鈴木 昭弘 会長 

◆越水 詞郎 様 （第 3グループガバナー補佐）川崎西 RC 

「今年度も残り少なくなり

ましたので、本日は私と

棚部委員でご挨拶に伺

いました。今年度もコロ

ナに翻弄された一年でし

た。様々な事柄が中止、

延期となった中で、麻生 

RC さんは創立３０周年を迎えられ、お客様を呼ばずに小規模

で行われ、本当におめでとうございます。（中略）今年度は、寄

付に関してはウクライナへの支援が加わり、皆さんから沢山の

寄付が集まり、感謝申し上げます。１年間有難うございました。」 

◆棚部 哲男 様 （地区クラブ管理運営委員）川崎西 RC 

「こちらへ来る途中で話していたのですが、我々年配者は後輩

を持ち上げて輝けるように育てるのが務めではないかと思いま

す。一年間、大変お世話になりました。」 

◆王
おう

 坤
くん

 さん 米山奨学生 

★越水ガバナー補佐は本日、♪happy birthday♬ 

【会長報告】        鈴木 昭弘 会長 

１．ガバナー事務所より 

●2021-22年度中途入会者分の地区資金 

送金のお願いが届く。※当クラブは済み 

●2021-22年度分の米山寄付送金のお願 

いが届いております。※6/3（金）今年度後半分を送金済み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●2022-23 年度地区クラブ活性化セミナー開催のご案内が届

いております  7月 7日（木） 15:00～17:00 ソシア 21 

※宇津木次年度会長と蓬田次年度会員増強委員長 出席予定 

２．Ｒ米山奨学会より 

●米山功労者への感謝状と特別寄付明細が届いております。 

鈴木憲治会員、木村良三会員、宇津木茂夫会員（写真上） 

●“ハイライトよねやま 267号”のご案内が届いております。 

３．川崎百合丘ロータリークラブより 

●2022-23 年度ガバナー補佐表敬訪問のご案内が届いております。 

7月 15日㈮ 渡邊ガバナー補佐と中村クラブ管理運営委員 

●2022-23年度 第 1回会長・幹事会開催のご案内。 

 7月 13日（水） 18:00～ アサオガーデン 会費 7,000円 

●2022-23年度 会長・幹事表敬訪問のご案内が届く。 

 7月 15日㈮ 嶋会長と菊池幹事 ※ガバナー補佐ご来訪日と同じ 

●アクリル板の負担額変更のご連絡が届く。地区も負担するた

め、３分の１負担へ変更。73,000円 ⇒ 48,500円へ 

４．麻生観光協会より、『定期総会議案書』『観光ガイドブック』

『観光マップ』が届いております。 ※卓上資料にご用意い

たしましたので、ご希望の方はお持ち帰り下さい。 

 

 

 

 

 

第 1379 回 例会記録 2022 年 6 月 17 日（金） S.A.A.委員長 志村 幸男 

 

［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 

 

 

米山功労者の感謝状を受ける 



【幹事報告】     圓城寺 広明 幹事 

★例会変更 ◎横浜あざみRC 

★例会場変更 ◎横浜あざみＲＣ 

・第 1水曜日アートフォーラムあざみ野 

・第 2・第 4水曜日新横浜グレイスホテル 

【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 

1379回 29 18 11  62.1％ 

1378回 29 00 10 2 72.4％ 

1377回 29 00 8 1 75.9％ 

【各委員会寄付】             

委員会 第 1379回(件数) 合 計 

ニコニコ委員会 16件 ￥18,000 

ロータリー財団委員会 1件 ￥15,000 

米山記念奨学委員会    1件 ￥10,000 

【ニコニコ委員会 メッセージ】        山上 剛史 委員長 

●お客様 

◇川崎西RC 第3グループがバナー補佐 越水詞郎様 

◇川崎西RC 地区クラブ管理運営委員 棚部 哲男様 

【本日は年度末挨拶の為、地区クラブ管理運営委員会、第

3G担当の棚部哲男委員と共に訪問させて頂きました。1年

間大変お世話になりました。有難うございました】 

●会員 

◇鈴木昭弘会長【越水G補佐、棚部様1年間お世話になりました】 

【同上】◇圓城寺広明幹事 ◇宇津木茂夫会員◇大野勉会 

◇志村幸男会員 ◇鈴木憲治会員  

◇青戸慶太会員 ◇碓井美枝子会員 ◇梅澤馨会員  

◇梶俊夫会員 ◇木村良三会員 ◇鈴木豊成会員  

◇山上剛史会員 ◇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【越水 G 補佐、棚部様 1年間お世話になりました】 

   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【越水 G 補佐、棚部様 1年間お世話になりました】 

   ご協力有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

〈五大奉仕委員長より年度報告〉 

【クラブ奉仕委員会】           宇津木 茂夫 委員長 

一年間、クラブ奉仕委員長と同時に会

長エレクトを務めさせて頂きました。総会

で次年度の理事役員が決まった後、次

年度の準備を始めました。ロータリーを

もっと深めるために、資料を読み、少し 

ずつ理解していったと思います。３月、４月に研修セミナーに

参加し、５月に新旧の会長幹事会に出席。５月末に会長幹事

ご苦労様会を開催しました。 

【職業奉仕委員会】 中山 隆弘 委員長 

コロナ禍で予定していた計画が実施で

きず、５月に会長と相談し、職業奉仕の

卓話という形で実施いたしました。今後

同じ機会がありましたら、きちんと実施し

たいと思います。 

【社会奉仕委員会】              青戸 慶太 委員長 

今年度はコロナ禍で、中々計画してい

た奉仕が出来ませんでしたが、４月に麻

生川沿道の清掃ができたことは良かっ

たと思います。次年度は委員長先導で

実施して頂ければいいと思っています。 

【国際奉仕委員会】              鈴木 憲治 委員長 

会長方針の“次の１０年を見据えて“とい

うことでは、コロナでなかなか進まず、何

とか３０周年は済ませることが出来ました。 

国際奉仕のプログラムについては、次

の年度も継続していかないといけないの 

かと思っております。災害支援については、今年度はウクライ

ナ支援に絞って、皆様の貴重なご寄付を頂き、送りました。第

３クループは筆頭の額とのことです。 

グローバル補助金の森田さんについては、無事に勉強が終了

し、今は自費で同じ大学で研究を続けているそうです。 

委員会としては R財団と米山に関わっていますが、今年度は 

３０周年寄付があり、多額の寄付ができました。（省略あり） 

【青少年奉仕委員会】              川﨑 航 委員長 

一年間を通して中々活動ができません

でした。米山奨学生の徐さんの卓話や、

例会時のコミュニケーション、卒業後の

進路などで、お話を聞くことが出来まし

た。地域のイベントなどもズームで参加

いたしました。 

 

【四つのテスト】川﨑 航 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：川﨑 航委員  ◇写真：宇津木 茂夫委員 

 

    

梶 俊夫          山上 剛史        碓井美枝子      鈴木豊成 

出席副委員長      ニコニコ委員長     R財団委員長    米山記念奨学委員長   

 

 

 

 

 


