第 1384 回 例会記録 2022 年 7 月 22 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】

碓井 美枝子委員長

【例 会 場】

ホテルモリノ

【 ソ ン グ】

ロータリーソング『四つのテスト』

【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
【会長報告】

【出席委員会】

宇津木茂夫 会長

宇津木 茂夫 会長

例会

会員
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欠席
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請求書が届いております。 143､956ＪＰＹ

1383 回

29
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79.3％

※本日（7/22）振込予定

1382 回

29

19

10

5

82.8％

1．国際ロータリー財務部より、
２０２２-２３年度 上期の人頭分担金

２．横浜東ＲＡＣより、8 月第１例会のご案内が届いております。
８月３日㈬ 19:30～21:00 ホテル・ザ・ノット・ヨコハマ ZOOM
【幹事報告】

木村 良三 幹事

★例会変更 ◎川崎西ＲＣ

出席率
69％

【委員会寄付】
委員会

第 1384 回(件数)

合 計

ニコニコ委員会

15 件

￥15,000

●8/12㈮

定款休会 ◎川崎百合丘ＲＣ

【ニコニコ委員会 メッセージ】

●8/2㈫

夜間例会⇒通常例会 点鐘 12:30

◇宇津木茂夫会長【明日は盆踊りです】

●8/

◇木村良三幹事【コロナご注意下さい】

9㈫通常例会⇒8/10㈬ 納涼会

点鐘 17:15 ホテルモリノ 7Ｆ
定款休会 ◎川崎高津南ＲＣ
休会（第 3 週につき）

修正

●8/16㈫
●8/8㈪

●8/29㈪

栗田 将弥 委員長

◇鈴木昭弘会員【王クン、本日のスピーチ

定款休会

●8/15㈪

休会（第 5 週につき）

◎川崎北ＲＣ ◎川崎ＲＣ

楽しみにしています】
◇鈴木憲治【コロナ大変です！十分、
十分気を付けましょう

★事務局休暇のお知らせ

◇碓井美枝子会員 ◇梅澤馨会員 ◇親松明会員

◎川崎高津南ＲＣ●期間：7 月 20 日（水）～7 月 25 日（月）

◇梶俊夫会員 ◇川﨑航会員 ◇栗田将弥会員

★会報着

◇佐々木範行会員 ◇鈴木豊成会員 ◇森茂則会員

◎川崎北ＲＣ 第 2973 回（4/20）～第 2982 回（7/6）

◇山下俊也会員 ◇蓬田忠会員

◎川崎中原ＲＣ 第 1525 回（4/21）～第 1529 回（6/16）

以上、ご協力ありがとうございました。

第 １ ３ ８ ５ 回 例会 ８月 ５日（金）理事・役員会のみ
ホテルモリノ８Ｆ「椿の間」
第 １ ３ ８ ６ 回 例会 ８月１９日（金）納涼会、例会(中止)
第 １ ３ ８ ７ 回 例会 ８月２６日（金）クラブ協議会(未定)
［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

【近況報告】

米山奨学生

おう

くん

王 坤 さん

日本映画大学の俳優コース３年生で
す。最近の勉強の状況をお話させて
いただきます。最近は〈感情〉を勉強し
ています。感情とは、例えば雨に関し
てもどの様に感じるか、人によって違

【2022年規定審議会 クラブと地区に関する重要な変更】

います。俳優としては、どのように雨を
表現するか、観客に伝えるかを勉強しています。毎日の課題

宇津木 茂夫 会長

は、駅や電車の中や町での人間観察です。例えば食事をして

セミナーでの資料の中からお話させてい

いる時の日本人、中国人、韓国人、の違いなどの細かい感情

ただきます。

を俳優は勉強します。最近はシェイクスピアのリア王を公演し

〈規定審議会〉とはロータリーにおける唯

て、自分の日本語能力などを勉強しています。

一の立法機関で、３年に１度開催されます。

来月、中国の大使館のイベントで、「時の過行くままに」を歌う

今年が開催の年で、シカゴで２日間行われ、高良代表議員が

予定で、昭和時代の歴史や映画を見て、風俗や文化を勉強し

オンラインで出席されました。

ています。

その中で、クラブに関することを報告させて頂きます。

【クラブ活性化セミナー報告】

蓬田忠 増強委員長

【出席について】 ローターアクターは、招待されなくてもRクラ

７月７日に、メモワールプラザで行わ

ブとR衛星クラブの例会に出席できることが明文化されました。

れた〈クラブ活性化セミナー〉に宇津

【報告について】 クラブが地区ガバナーに出席報告を提出す

木会長と出席してきました。

る義務を廃止。（但し、2590地区は今年度は継続で報告）

冒頭のガバナーのお話は、突き詰

【出席規定の免除】 一定の条件を満たした会員は、今までは

めるとやはり会員増強のことで、それ

理事会の承認が必要だったが、今後は書面にて幹事に通告。

は財源に直結するということです。

【人頭分担金の増額】 次年度より半年ごとに増額される。

続いて、吉田隆男 地区研修委員長のお話で、「クラブを活

【クラブ理事会の議事録】 理事会の会合後３０日以内に議事

性化するための課題を明らかにして、一つ一つのロータリーク

録を全会員が入手できるようにする。（以前は６０日以内）

ラブが元気になるためのセミナー」として８項目とそれに付随し

【会員について】 会員がクラブ所在地域に住所や事業所を有

た話をされました。

するという条件が廃止。

次に坂本昌己 地区会員増強委員長の〈会員基盤の拡大・

【入会候補者】 正会員はどのクラブに

増強に挑戦しよう〉というタイトルで、１．ロータリークラブを理解

対しても候補者を推薦できる。

できる方を探す ２．ターゲット層は40～50代中半の方を中心

【四つのテスト】 川﨑 航 会員

に……自クラブに欲しい職業分類の会員を探す

３．女性会

員の比率を上げる ４．自クラブに合った人材を探す 等々。
次に、高良明 規定審議会代表議員の主に規定審議会や
決議審議会についての説明がありました。
これについては、会長にお話しをしていただきます。
最後に当クラブの活動計画書23ページに〈五人組組織図〉

【 閉 会 点 鐘 】 宇津木 茂夫 会長
【会報委員会】 大石 佳 委員長

写真：川﨑 航 委員

例会終了後、臨時の理事役員会が開かれました。
【臨時・理事役員会報告】

宇津木茂夫 会長

がありますが、今年はぜひこのグループでの炉辺をやって頂き

コロナ感染者急増に伴う例会の開催方法について

たいと思っております。

・第 1 例会（8/5）：理事役員会のみ開催（例会中止）
・第 3 例会（8/19）：例会中止（納涼会含む）
・第 4 例会（8/26）：クラブ協議会の為、渡邊ガバナー
補佐と相談の上開催可否を決める
【上記承認】

【承認】

暑中お見舞い申し上げます

