第 1382 回 例会記録 2022 年 7 月 8 日（金） S.A.A.委員長 碓井 美枝子
【開会点鐘】

宇津木 茂夫 会長

【S. A. A】

長瀬 敏之 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】
宇津木 茂夫 会長
おう

くん

◆王 坤 さん 米山奨学生 写真→
【会長報告】

ポール・ハリス・フェローのピンバッジを受ける

〇2023-24 年度 派遣・青少年交換学生募集再開にあたり、

宇津木茂夫 会長

変更・改善箇所の報告が届いております。

１．7 月のＲI レート

①交換人数を従前の７名から若干名(２～３名)へ変更

１ドル＝１３６円
２．ガバナー事務所より

②ホストファミリーバンク制度を新たに設立

〇2022-23 年度上期地区資金振込

③危機管理を含む管理体制の整備
３．ロータリー財団より、年次寄付ポール・ハリス・フェロー

依頼が届いております。
会員 1 人当たり：本会計 7,500 円、特別会計 6,000 円、

Ｐｉｎが届いております。 ・鈴木昭弘会員 ・木村良三会

地区大会分担金 4,000 円合計 17,500 円

員 ・大野勉会員 ・宇津木茂夫会員

※7 月 7 日 29 名分 507,500 円 振込済み
〇2021-22 年度ガバナー 小倉 正氏よりご退任のご挨拶
状が届いております。（関連写真、次ページにあり）
〇2021-22 年度 R 米山奨学事業への地区目標達成のお礼
全国１位

〇2024-25 年度ガバナーノミニー確定宣言が届いております。
長戸 はるみ（ながと はるみ）氏

7 月 23 日（土） 14:30～17:00 ローズホテル横浜（ハ
イブリット形式）
５．麻生区区制 40 周年記念事業実行委員会より、公式ホー
ムページの中で、当クラブホームページへのリンク掲載

状が届いております。
1 人当たりの寄付額 28,471 円

４．地区ＲＡＣ合同例会のご案内が届いております。

横浜東ＲＣ

〇『クラブ奉仕プロジェクト委員長会議』開催のご案内が届

依頼が届いております。
※本日ご出席の理事役員に個別にご意見を伺い承
認頂きましたので掲載依頼いたします。
６．あさお区民まつり実行委員会より、協賛金のお願いが届

いております。 8 月 2 日（火） 15:00～17:00 ソシア２１

いております。協賛金 一口 10,000 円

職業奉仕委員長、社会奉仕委員長、国際奉仕委員長の

※例年通り一口本日（7/8）振込予定 《第 40 回あさお区

内１名出席依頼 ※佐藤忠博国際奉仕委員長 出席予定

民まつり》令和 4 年 10 月 9 日（日）開催予定

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
第 １ ３ ８ ５ 回 例会 ８月 ５日（金）定例理事会（第２回）

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

【幹事報告】
★例会変更

木村 良三 幹事
◎川崎中央ＲＣ ◎川崎幸ＲＣ

活動の実施（１０月） ⑵麻生川周辺桜
まつりに合わせ、清掃活動実施（３月）

ZOOM 画像より

⑶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。
⑷継続事業実施と新規の奉仕活動を
開拓してまいります。

【就任挨拶】
木村良三 幹事

圓城寺広明 R 財団委員長

【出席委員会】

青戸 慶太 クラブ奉仕委員長
修正

出席率

山上 剛史 青少年奉仕委員長

【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

例会

会員

出席

欠席

1382 回

29
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10
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29

23

6

1

82.8％

麻生ロータリークラブ全体の活動促進

1380 回

29

21

8

1

75.9％

に寄与する。

65.5％

成する機会を主体的に創出し、川崎

【実施計画】 ⑴地区青少年奉仕委員会との緊密な連携

【各委員会寄付】
委員会

リーダーシップ、フォロワーシップを醸

第 1382 回(件数)

合 計

ニコニコ委員会

18 件

￥18,000

ロータリー財団委員会

１件

￥13,600

【ニコニコ委員会 メッセージ】 鈴木豊成 社会奉仕委員長
◇宇津木茂夫会長【五大奉仕委員長 発表お願いします】

⑵奨学生及び係る交友関係も含めた幅広な支援 ⑶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。
⑷地域青少年クラブ団体（ラグビー、野球等）への支援
⑸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 ⑹「こども食堂」への周年事業の一環として継続的
支援をする。

◇鈴木憲治会員【暑中お見舞申し上げます】

◎宇津木茂夫会長

◇木村良三幹事 ◇青戸慶太会員 ◇梅澤馨会員

「私は本を読むことが好きで、以前は文庫本などを読

◇親松明会員 ◇梶俊夫会員 ◇佐々木範行会員

んでいましたが、コロナ禍になってからは比較的に重

◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木豊成会員 ◇中山隆弘会員

い感じの本を読んでいます。最近気になったのは、

◇長瀬敏之会員 ◇花輪孝一会員 ◇森茂則会員

「薬は５種類まで」という本で、その中で若い時から同じ薬を飲

◇山上剛史会員 ◇山下俊也会員 ◇雪井洋子

み続けていると、年をとってから肝臓の代謝能力が落ちるの

◇蓬田忠会員

で、薬が効きすぎることが起こるそうです。例えば、同じ睡眠薬

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】 圓城寺 広明 委員長
◇鈴木憲治会員【暑中お見舞申し上げます】
ご協力有難うございました。

【就任挨拶】

青戸 慶太 クラブ奉仕委員長

【方 針】 会長が掲げた『伝統を掲げ、

よもやま話

を飲み続けていると長時間体内にその成分が残り、昼間ボー
ッとしたり、認知症のリスクが高くなるということです。
実は健康診断で２年前から身長が３センチ低くなりまして、そ
れは毎日飲んでいる薬の副作用で、骨が弱くなるようです。
そこでいろいろと薬の本を読み、そのようなことが分かったので
印象に残っています。」

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】 ⑴各委員会と連絡を密にして、活気ある例会を
行う。 ⑵社会奉仕委員会と連携し、地域に密着した奉仕活動
を行う。 ⑶親睦委員会と連携し、会員同士の親睦の場を設け
る。 ⑷各委員会と協力して、会員増強を目指します。

【就任挨拶】

鈴木 豊成 社会奉仕委員長

【方 針】 地域社会において奉仕の輪へ広げて参ります。

【実施計画】 ⑴クリーン作戦として新百合ヶ丘駅周辺の清掃

２021-22 年度ガバナー小倉正氏よりご退任のご挨拶状に同封され
ていたバッジは、2021-22 年度鈴木昭弘会長へ贈りました。

【四つのテスト】中山隆弘会員 【閉会点鐘】宇津木茂夫会長
【会報委員会】 大石 佳 委員長

写真：中山 隆弘 委員

