第 1383 回 例会記録 2022 年 7 月 15 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】

梅澤 馨 副委員長

【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】 宇津木 茂夫 会長

昨年度、出席 100％の会員〈左より〉 梅澤馨会員、大野勉会員、宇津木茂夫会員、
木村良三会員、鈴木昭弘会員、圓城寺広明会員

◆嶋

はじめ

元 様

川崎百合丘ロータリークラブ 会長

「私が過去に麻生 RC に出席したのは、４年前の幹事の時
◆渡邊辰夫 様 第 2950 地区第３G ガバナー補佐(写真左)

になります。以前は麻生 RC と百合丘 RC は交流がありまし

「今年度の志村地区ガバナーの方針〈ロータリーの再生、

たが、コロナ禍になり滞ってしまいました。今年度は、少しず

新な挑戦〉ですが、新型コロナの影響があり、通常通りの例

つでも交流を深めていきたいと思っております。」

会が行われるか分からない状況で、クラブの活動は厳しい

◆菊池 慶高 様

ものになると推測されます。親睦と奉仕を基としてクラブに

「今週火曜日に宇津木会長・木村幹事には川崎百合丘 RC

相応しい活動をして頂ければと思っております。そのための

へ来て頂きました。どうぞ一年間宜しくお願い致します。」

責務をガバナー補佐として担っていきたいと思います。」

◆王 坤 さん 米山奨学生

◆中村和広 様 第 2950 地区 クラブ管理運営委員(写真右)

【出席率100％会員 表彰】 ※写真上

「地区クラブ管理運営委員というのは、昨年から始まった役

★３１回（在庫の関係で後日）・親松明会員

職で、ガバナー補佐の補佐という役目だそうです。まだよく

★１７回 ・梅澤馨会員 ・鈴木眞一会員（自宅へお届け）

分かりませんが、一年間宜しくお願いいたします。」

★１６回 ・大野勉会員

おう

川崎百合丘ロータリークラブ 幹事

くん

★

★

６回 ・宇津木茂夫会員

★

２回 ・圓城寺広明会員

・鈴木憲治会員

９回 ・鈴木昭弘会員

★

５回 ・木村良三会員

【会長報告】

宇津木茂夫 会長

※2023-24 年度青少年交換学生 募集再開について
再開するにあたって一般公募による派遣学生の募集は
当面見合わせる。

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）
第 １ ３ ８ ６ 回 例会 ８月１９日（金）納 涼 会（予定）

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

募集対象：⑴インターアクト認定校の

❖会 員

学生 ⑵２５９０地区ロータリー会員

◇宇津木茂夫会長 ◇木村良三幹事 ◇圓城寺広明会員

の２親等以外の親族 で 15 歳～17

◇大野勉会員 ◇親松明会員 ◇栗田将弥会員

歳の高校１，２年生で募集する。また、

◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木憲治会員 ◇鈴木豊成会員

派遣生のファミリーが、外国からの学

【渡邊G補佐、中村管理運営委員、川崎百合丘RC嶋会長、

生のホストファミリーを引き受ける条件で募集をかける。

菊池幹事、ようこそ】

１．ガバナー事務所より、『クラブ・地区支援リソース集』
2022-23 年度版のご案内が届いております。

◇青戸慶太会員 ◇梅澤馨会員 ◇大石佳会員
◇中山隆弘会員 ◇森茂則会員 ◇山上剛史会員

２．Ｒ米山記念奨学会より、

◇山下俊也会員 ◇蓬田忠会員

〇2022-23 年度 上期普通寄付のお願いが届いております。
※7 月 14 日㈭ 4,500 円×29 名＝130,500 円送金済み
〇“ハイライトよねやま 268 号”のご案内が届いております。
【幹事報告】

木村 良三 幹事

★例会変更 ◎川崎西北ＲＣ

◇川﨑航会員【第 3G 渡邊ガバナー補佐を祝して】
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】

親松 明 委員長

◇大野勉会員【第 3G 渡邊ガバナー補佐を祝して】

●8/4（木）クラブ協議会

●8/11（木）休会（お盆） ●8/18（木）通常

例会

【ロータリー財団委員会 メッセージ】 圓城寺 広明 委員長
◇親松明会員

●7/28（木）

移動例会 納涼会 18:00 点鐘、深大寺
水神苑

以上、ご協力ありがとうございました。

●8/25（木）ガバナー公式訪問

◎川崎鷺沼ＲＣ

★会報着

◇親松明会員

ご協力有難うございました。

【就任挨拶】

森 茂則 職業奉仕委員長

【方 針】 職業奉仕の理念を学ぶ場

◎川崎とどろきＲＣ

第 1022 回（4/4）～第 1027 回（6/20）

【出席委員会】

大野 勉 出席委員長

例会

会員

出席

欠席

修正

出席率

1383 回

29

20

9

1382 回

29

19

10

5

82.8％

1381 回

29

23

6

1

82.8％

69％

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】 ⑴工場見学や学校訪問
等を計画。 ⑵会員卓話及び招聘卓話（当クラブの会員の職
業以外に従事されている方の卓話）

【就任挨拶】

前回欠席の

佐藤 忠博 国際奉仕委員長

大野勉 出席委員長、

【方 針】 クラブ会員の皆様に国際奉

ポールハリスフェロー

仕の目的 、活動 を理 解して頂き 、友

のピンバッジを受ける

好・親善・交流の実施に務め、参加を
していただけるよう努めて参ります。

【各委員会寄付】
委員会

【実施計画】 ⑴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

第 1383 回(件数)

合 計

ニコニコ委員会

21 件

￥24,000

源） ダイナースクラブカード（利用金額の0.3％）

ロータリー財団委員会

2件

￥4,000

⑵ポリオプラスへの寄付金への理解と協力 ⑶近隣大学の留

米山記念奨学委員会

2件

￥12,000

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

【ニコニコ委員会 メッセージ】

栗田 将弥 委員長

の活用） ⑷２月の「世界理解月間」卓話企画

❖お客様

★本日発行の「タウンニュース７月１５日号」に川崎麻生 RC の

◇渡邊辰夫様（第３Gガバナー補佐・川崎百合丘RC）

新会長インタビューとして、宇津木会長の記事が載っています。

◇中村和広様（地区クラブ運営委員・川崎百合丘RC）
【本日は新年度のスタートにあたり、地区クラブ管理運営委
員の中村和広委員と共に表敬訪問にまいりました。本年度一
年間よろしくお願いいたします】
◇嶋 元 様（川崎百合丘RC会長） ◇菊池慶高様（同幹事）
【本日表敬訪問に伺いました。よろしくお願いします】

https://www.townnews.co.jp/0205/2022/07/15/633542.html
★川崎百合丘 RC 中村様ご持参の冊子と事務局・茗作さんのお
土産がありますので、お持ちください。

【四つのテスト】

圓城寺 広明 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

