第 1381 回 例会記録 2022 年 7 月１日（金） S.A.A.委員長 碓井 美枝子
【ガベル引継ぎ】

【開会点鐘】

宇津木 茂夫 会長

【S. A. A】

碓井 美枝子 委員長

【例 会 場】

ホテルモリノ

〈左より〉木村良三
宇津木茂夫
今年度幹事、 今年度会長、

鈴木昭弘
前年度会長、

【第１回理事・役員会報告】

圓城寺広明
前年度幹事

宇津木茂夫 会長

１．2022-23年度各委員会の実施計画について

【 ソ ン グ 】 国歌『君が代』 ロータリーソング『奉仕の理想』

宇津木会長より：親睦委員会の誕生日当日賞の夜会例

【ゲスト・ビジター紹介】

会を再開

２．ポリオ募金の件 会員１名（1$=\127）×30$＝\3,810 の

宇津木茂夫 会長

29名分 ￥110,490を特別会計より送金

◆結城 光雄 様
川崎百合丘 RC
おう

【承認】

※上記6月レートで試算⇒7月レートで実施

くん

３．その他（2021-22年度決算報告について）

◆王 坤 さん
米山奨学生

【承認】

宇津木会長より：本日（7/1）花輪会計より監査を受ける予
定の為、8月の理事役員会に議案提出いたします。

新会長より奨学金を受ける→

【今月の誕生日・記念日】

【承認】

鈴木 昭弘 親睦委員長

〈会員〉なし 〈結婚記念日〉なし
〈奥様〉花輪孝一会員夫人 佳子様、
【花輪孝一会員コメント】

【会長報告】

宇津木茂夫 会長

１．7 月のＲI レート発表が遅れている
ため、来週報告いたします。
２．ガバナー事務所より、『第１７回イン

私の家族は子供が４人、皆

ターアクト サマーミーティング』のご案

結婚し、孫が７人です。

内が届いております。７月３１日（日）12:30～16:30 ワークピ

お互いに元気で過ごしていこうと思っております。

ア横浜

本日は有難うございます。

※鈴木昭弘親睦委員長より「今年度は誕生日当日賞の方
が２名います。盛大にお祝いをしたいと思います。」

参加費 1 名 3,000 円 ※宇津木会長参加予定

３．Ｒ米山記念奨学会より、奨学生の『出国中の近況報告』
提出方法変更のご案内が届いております。
◎変更前：奨学生が世話クラブへ提出⇒世話クラブが奨学

第 １ ３ ８ ２ 回 例会 ７月 ８日（金）就任挨拶
第 １ ３ ８ ３ 回 例会 ７月１５日（金）就任挨拶
第 １ ３ ８ ４ 回 例会 ７月２２日（金）クラブ活性化セミナー報告

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

以下【同上】 ◇鈴木憲治会員 ◇鈴木豊成会員

会へ提出⇒奨学会より地区へ報告

◇中山隆弘会員 ◇長瀬敏之会員 ◇花輪孝一会員

◎7 月より：奨学生より提出⇒世話クラブと地区ガバナー事

◇森茂則会員 ◇山下俊也会員 ◇蓬田忠会員

務所へ自動配信

【幹事報告】
★例会変更

◇青戸慶太会員 ◇大石佳会員 ◇佐々木範行会員

木村 良三 幹事
◎川崎大師ＲＣ

以上、ご協力ありがとうございました。

◎川崎マリーンＲＣ ◎新川崎ＲＣ

【ロータリー財団委員会 メッセージ】 圓城寺 広明 委員長

※7 月は会費納入月となっております。

◇宇津木茂夫会員【1 年間宜しくお願いします】

次の例会以降、今月内にお納めいただきますように、何卒

◇梅澤馨会員◇圓城寺広明会員【宇津木 木村丸を祝して】

よろしくお願いいたします。

◇川﨑航会員【新会長・幹事 1 年間宜しくお願い致します】

※ロースターと活動計画書が昨日出来上がりました。

◇志村幸男会員◇鈴木豊成会員【新会長・幹事 1 年間宜しく】

※今年度より試験的にハイブリッド例会として、ZOOM 配信を

◇鈴木昭弘会員【宇津木会長 木村幹事 1 年よろしくお願いします】

行っております。例会に来られない方はお試しください。

【出席委員会】

大野 勉 委員長
修正

◇木村良三会員 ◇大野勉会員 ◇親松明会員
ご協力有難うございました。

出席率

【米山記念奨学委員会 メッセージ】

79.3％

◇宇津木茂夫会員【1 年間宜しくお願いします】

例会

会員

出席

欠席

1381 回

29

23

6

1380 回

29

21

8

1

75.9％

1379 回

29

18

11

1

65.5％

親松 明 委員長

◇梅澤馨会員 ◇圓城寺広明会員【宇津木、木村丸を祝して】
◇宇津木茂夫会員
【今年度 米山委員です。皆様よろしくお願いします】
◇鈴木憲治会員【新年度スタート宜しくお願いします】
◇鈴木豊成会員【会長・幹事 1 年間宜しく】
◇木村良三会員 ◇大野勉会員 ご協力有難うございました。

【プログラム委員会】

川﨑 航 委員長

７月のプログラム
大野 勉
出席委員長

圓城寺 広明
Ｒ財団委員長

親松 明
米山記念奨学委員長

【各委員会寄付】
委員会

１日（本日） 就任挨拶（会長、幹事、
クラブ奉仕委員長）
８日

第 1381 回(件数)

合 計

ニコニコ委員会

23 件

￥25,000

ロータリー財団委員会

10 件

￥90,400

米山記念奨学委員会

8件

￥80,000

就任挨拶（職業奉仕委員長、
社会奉仕委員長）

１５日

就任挨拶（国際奉仕委員長、青少年奉仕委員長）

２２日

クラブ活性化セミナー報告

〈第５週は休会〉

【雑誌広報委員会】

長瀬 敏之 委員長

ロータリーの友の表紙は今年度の RI 会長

【ニコニコ委員会 メッセージ】 鈴木豊成 社会奉仕委員長

ジェニファー・ジョーンズさんです。６ペー

●お客様

ジ～１９ページにかけて、ジェニファーさ

◇川崎百合丘RC 結城 光雄 様

んのことが載っています。今回は女性の

【お世話になります】

ガバナーが３名います。2590 地区につい

●会員

ては 28 ページに載っています。どうぞ読んでください。

◇宇津木茂夫会長【1年間宜しくお願いします】

【就任挨拶】

◇木村良三幹事【今年度よろしくお願いします】

『伝統を繋げ、そして地域社会に奉仕の輪を』

◇碓井美枝子会員【会長・幹事宜しくお願いします】
◇梅澤馨会員【同上】 ◇圓城寺広明会員【同上】

宇津木 茂夫 会長

【方 針】2022-23 年度 RI ジェニファー・
ジョーンズ会長は、テーマを『イマジンロ

◇大野勉会員【宇津木・木村丸 1年の航海祈ります】

ータリー』と発表され「昨日のことをイマジ

◇親松明会員【同上】 ◇梶俊夫会員【同上】

ン（想像）する人はいません。それは未来を描くことです」と締め

◇佐藤忠博会員【茗作さん今年度も頑張って下さい】

くくりました。そしてクラブとロータリーでの体験に満足してもらえ

◇志村幸男会員【新会長・幹事さん1年間宜しく】

るように、会員が積極的に参加できるようにしましょう。詰まるとこ

◇鈴木昭弘会員【宇津木会長 木村幹事1年よろしくお願いします】

ろ、大切なのは会員にとっての心地よさと配慮ですとあります。

2022-23 年度志村雄治ガバナーは、『 ロータリーの再生」
一新たな挑戦―』をガバナーテーマとして掲げ、“魅力あるクラ
ブ創りに新たな挑戦をしましょう”としました。
ロータリーの原点は職業人に取って居心地の良い例会です。
そして「クラブ奉仕」や「職業奉仕」の理念を基本としています。
親睦と奉仕の理念が含まれる「四つのテスト」を常に念頭に余
裕が無い時でも善意を持って接し、相互扶助の関係を生む
「職業分類＝多業種の交流」の考え方が心地良い伝統を生む
のではないのでしょうか。
「入りて学び出でて奉仕せよ」、クラブ内では様々な業種の
会員と意見交換と親睦をし、会員一人一人が地域社会におい
て奉仕の輪を広げて行くのも「社会奉仕」の有り方の一つです。
創立 30 周年が過ぎ、こうした伝統を繋げると共にコロナ禍で
制約の多い今、クラブ内の意見交換で新たな発見をする機会
を増やして行きたいと考えています。

【実施計画】
⑴ 例会においてロータリーを理解し社会奉仕を考える機会を
増やす。 ⑵ 前会長が計画したハイブリッド例会を繋ぎ例会
出席率向上を目指す。 ⑶ 親睦（移動例会）の機会を増し会
員維持と会員数 33 名を目指す。 ⑷ ロータリー財団と米山記
念奨学会への寄付目標達成を目指す。

【就任挨拶】

木村 良三 幹事

【方 針】 今年度会長方針である「伝統を
繋げ、そして地域社会に奉仕の輪を」を
軸に、国際ロータリークラブ会長のテーマ
「Imagine Rotary」を掛け合わせ、
「五大奉仕」を念頭に、ロータリークラブの目的を再確認しつつ、
組織運営を会長秘書役として進めてまいります。

【実施計画】
１）COVID-19 の終息が不透明な中、感染予防配慮をする。
２）各委員会の方針と実施計画が円滑に行えるよう工夫をする。
３）ハイブリッド例会取り入れを段階的に実施する。
４）会員増強を地域と積極的に連携をしながら試みる。
５）会員親睦通じ、クラブの結束力を高める。

【四つのテスト】鈴木憲治会員 【閉会点鐘】宇津木茂夫会長
【会報委員会】 大石 佳 委員長

写真：大石 佳 委員長

「幹事お知らせメール受信可能設定のお願い」
今年度から例会などのお知らせメールが下記メールアドレ
スから発信されます。携帯で受信制限をされている方は、
受信可能設定にお願いいたします。

secretary.kasaorc@gmail.com

