第 1385 回 例会記録 2022 年 9 月 2 日（金） S.A.A.委員長 碓井 美枝子
【開会点鐘】
【S. A. A】

宇津木 茂夫 会長
蓬田 忠 委員

【例 会 場】

ホテルモリノ

【 ソ ン グ】

国歌『君が代』 R..ソング『奉仕の理想』

【ゲスト・ビジター紹介】
〈左より〉木村良三
宇津木茂夫
今年度幹事、 今年度会長、

宇津木茂夫 会長
おう

くん

◆王 坤 さん
米山奨学生

鈴木昭弘
圓城寺広明
前年度会長、
前年度幹事
８月、９月に記念日を迎えた会員

【奥様】 鈴木憲治会員夫人・礼子様、

会長より奨学金を受ける→

松浦健太郎会員夫人・友美恵様
【結婚記念日】中山隆弘会員、圓城寺広明会員、松浦健太郎会員

９月 【会員誕生日】雪井洋子会員（13日）、木村良三会員
（17日）、佐々木範行会員（21日）、栗田将弥会員（24日）、鈴

※米山記念奨学会より

木憲治会員(26日)、長瀬敏之会員（29日）

鈴木憲治会員へメジャー

【圓城寺広明会員のコメント】 「３年前に皆

ドナ ー表彰品のク リス タ

さまにお越しいただいた結婚式を思い出し

ル盾が授与されました。

ます。これからも宜しくお願いいたします。」

※前年度出席 100％の会員 表彰

【第３回理事・役員会報告】

宇津木茂夫 会長

１．今後の例会プログラムについて 宇津木会長

【承認】

・10/21ｸﾘｰﾝ作戦・・・実施する方向で10月理事会で審議
・10/2８佐藤会員お誕生日ｼﾞｬｽﾄ・・・実施する方向で10
月理事会で審議
・クリスマス会・・・実施する方向で11月理事会で審議
２．青森県大雨災害義援金について

宇津木会長 【承認】

地区より会員1人500円程度の支援協力依頼あり
親松明会員（３１回）と鈴木憲治会員（３１回）へ出席 100％の記念賞

【８月・９月の誕生日・記念日】

鈴木 昭弘 親睦委員長

８月 【会員】鈴木眞一会員（1日）、梶俊夫会員（6日）、宇津木
茂夫会長（15日）、松浦健太郎会員（22日）、山上剛史会員（23日）

500円×29名＝14,500円 特別口座より
３．ホームページのバナー差し替えの件 木村幹事 【承認】
【報告】米山100円募金振込について

宇津木会長

1人100円（合計2,900円）を9月1日（木）に振込ました。

第 １ ３ ８ ６ 回 例会 ９月 ９日（金）ガバナー公式訪問
第 １ ３ ８ ７ 回 例会 ９月１６日（金）クラブ米山委員長会議報告
第 １ ３ ８ ８ 回 例会 １０月 ７日（金）定例理事会（４）

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

【会長報告】

宇津木茂夫 会長

１．9 月のＲI レート １ドル＝１３９円
２．ガバナー事務所より、
〇2022 年 8 月青森県大雨災害被災地
支援にご協力依頼が届いております。
会員１人当たり 500 円程度 ※理事役員会審議結果報告
〇地区大会チャリティーゴルフ大会のご案内が届いており
ます。１０/１２㈬ 相模原ゴルフクラブ 参加費 12,000 円
〇2021-22 年度ＲＡＬＡ記録誌２冊が届いております。
※宇津木会長と山上青少年委員長 所持。
３．【訃報】青戸慶太会員のご尊父様がご逝去されました。
謹んでお悔み申し上げます。

大野 勉 出席委員長

親松 明 米山記念奨学委員長

【ニコニコ委員会 メッセージ】

栗太 将弥 委員長

◇宇津木茂夫会長【基本的な感染対策をしながらやりましょう】
◇鈴木憲治会員
【家内の8月お誕生日にお祝いの花ありがとうございました】
◇木村良三幹事 ◇梅澤馨会員 ◇大野勉会員
◇親松明会員 ◇栗田将弥会員 ◇鈴木昭弘会員

・通 夜 ： ９月９日㈮ １７：００～１９：００

◇鈴木豊成会員

・告別式 ： ９月１０日㈯ １２：３０～１３：３０

◇中山隆弘会員 ◇山上剛史会員

◇山下俊也会員 ◇蓬田忠会員

・式 場 ： 栗平会館
※詳細はご連絡あり次第、書面にてお知らせいたします。
【幹事報告】

木村 良三 幹事

★例会変更 ◎川崎高津南ＲＣ 9/5㈪⇒9/3㈯移動「献血」
9/19月休会 9/26㈪ 移動例会「納涼家族会」

◎川崎中ＲＣ ◎川崎とどろきＲＣ ◎川崎中央ＲＣ
◎川崎マリーン ◎川崎中原ＲＣ ◎新川崎ＲＣ
※来週9/9のガバナー公式訪問タイムスケジュールについて

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

◇宇津木茂夫会長【再開 また宜しくお願いします】
◇鈴木憲治会員【久し振りです。コロナ禍ですが頑張りましょう】
◇木村良三幹事 ◇梅澤馨会員 ◇圓城寺広明会員
◇親松明会員

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

◇宇津木茂夫会長【再開 また宜しくお願いします】

例会は通常通り12：30より、ガバナー卓話30分間、

◇鈴木憲治会員【久し振りです。コロナ禍ですが頑張りましょう】

紺の上着、エンブレム装着、テーマバッジ、青か赤のロータ

◇木村良三幹事 ◇梅澤馨会員 ◇圓城寺広明会員

リーネクタイ、着用、のこと。

◇親松明会員 ◇鈴木昭弘会員 ご協力有難うございました。

※6/30の「2590地区マンスリーレター」に、鈴木憲治会員の第
７回 日台親善会議 福岡大会へ参加の寄稿が載っており

山上 剛史 青少年奉仕委員長

ます。ご覧ください。

【出席委員会】

大野 勉 委員長

例会

会員

出席

欠席
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1383 回

29
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修正

出席率
51.7％

【各委員会寄付】
委員会

【クラブ青少年奉仕委員長会議 報告】
８月１８日に行われたクラブ青少年奉仕
会議に出席してまいりました。
◆会議概要 各委員会から今年度の活
動方針等の報告。総じてコロナが影響し、
活動が低調であったことから、感染拡大
状況に照らして、今後の活動は逐次再開していく見込み.。
◆変更事項 青少年交換学生 応募要件の変更。 派遣学生

第 1385 回(件数)

合 計

ニコニコ委員会

13 件

￥14,000

ロータリー財団委員会

6件

￥86,200

米山記念奨学委員会

7件

￥94,000

のご家庭が来日学生のホストファミリーを引き受けることが条件
に追加。
◆周知事項（地区危機管理委員長） 各クラブで、改めて危機
管理の重要性を考えていただきたい。個人の行動が、クラブ
解散にもつながりかねない。組織を挙げて、社会的模範集団
たる規律の維持を。
奉仕（善意）から生まれる落とし穴：被支援者は、どうしてもやっ
てもらえると思ってしまい、トラブルになるケースがある。要注意。
◆ローターアクト活動動画及び広報誌の共有。携帯のカメラ
で QR コードを読み取り、見ることが出来る。

【2023－24 年度の R 青少年交換学生の募集要項】が配布さ

他にも大きなトラブルに巻き込まれ、社会問題として取り上げら

れました。変更事項については、【応募にあたっての留意事項】

れて、解散に追い込まれた他地区のクラブもありました。

を十分に確認して頂きたいとのことでした。

斉藤次郎パストガバナーの葬儀 に行って参りました。

●鈴木憲治会員より

密葬で、家族葬でしたが、社協とロータリーの方々の時間をとっ

危機管理に関して補足として

ていただき、弔問することができました。大変お世話になった方

青少年交換は以前に一度中止されました。2590 地区は以前

で、お別れの言葉を述べさせていただきました。

には多くの青少年を預かっておりましたが、急に帰国したり、ホ
ストファミリーの負担が大きいなど、いろいろとトラブルがあり、

【四つのテスト】

山上剛史会員

当地区では一度中止にしました。今回、制度を改めて復活し

【閉 会 点 鐘】

宇津木茂夫会長

た次第です。

【会報委員会】 大石 佳 委員長

写真：中山 隆弘 委員

《休会中の会長幹事報告》
■8 月 5 日(金)
【第２回理事・役員会報告】
【議題】
①2021-22 年度決算報告（花輪前年度会計役員）

↑８月５日 第２回定例理事会

《承認》

②会報制作外部業務委託更新について（宇津木会長）《承認》
令和４年９月１日より１年更新

支払い方法を現金から振

８月５日
おう

くん

米山奨学生 王 坤 さんへ

込に変更

８月の奨学金をお渡ししました

③8/26 開催予定のクラブ協議会について（宇津木会長）《承認》
８月２６日（金）13:30～15:00 クラブ協議会のみ開催（例会
は中止）

３．R 日本財団より、『確定申告用寄附金領収証（半年分）』が

④リコー複合機リース満了に伴う見直しについて
（木村幹事より）・・・《保留》

４．Ｒ米山記念奨学会より、「メジャードナー表彰品」が届いて

【キャノン製】A4 カラーレーザー複合機を購入する。
本体（５年間訪問修理含む）194,700 円＋消耗品（トナー
81,400 円 合計 276,100 円
花輪前年度会計役員より、リモート例会は音声と

【会長報告】

※例会再開されましたら例会にてお渡し予定。
のお知らせが届いております。
１クラブ一律 20,000 円

※7 月 29 日（金）振込済み。

のご案内が届いております。
９月１４日（水）18:00～ ホテル ARU KSP

１．8 月のＲＩレート 1 ドル＝１３３円

会費 7,000

７．“社会を明るくする運動”麻生区推進委員会より寄付金の

２．ガバナー事務所より、
〇『クラブ青少年奉仕委員長会議』開催のご案内が届いており
15:00～17:00

ホテルプラム

※山上青少年奉仕委員長出席予定。
〇ガバナー事務所の夏季休暇のご連絡が届いております。
8 月 11 日（祝）～8 月 16 日（火） 6 日間
〇2022 学年度『米山奨学生夏季研修旅行』のご案内。
９月１１日（日） AM7:50 集合

米山梅吉記念館＆メロン狩

り日帰りバス旅行
※米山奨学生王坤さんと鈴木昭弘カウンセラー参加予定
〇１年間（2021-22 年度）のローターアクト活動への御礼状が
届いております。

クリスタル盾

６．川崎高津ロータリークラブより、『第 2 回会長・幹事会』開催

画像が良く今後も続けてほしい。

ます。8 月 19 日（金）

おります。 鈴木 憲治会員

５．川崎百合丘ロータリークラブより、第 3 グループ人頭分担金

※川崎百合丘 RC との共有使用の為回答待ち
⑤その他

届いております。※例会再開されたら例会にてお渡し予定。

依頼が届いております。

【幹事報告】
★例会変更 ◎川崎川崎百合丘ＲＣ

8 月例会全て中止

◎川崎高津ＲＣ 8/25（木）納涼家族会 ⇒ 通常夜間例会
「卓話」 18:00 点鐘
◎川崎大師ＲＣ ◎川崎中ＲＣ ◎川崎とどろきＲＣ ◎新川
崎ＲＣ ◎横浜南央ＲＣ ◎横浜南ＲＣ ◎横浜あざみＲＣ

■8 月 19 日(金)
【会長報告】
１．ガバナー事務所より
〇『クラブ米山記念奨学委員長会議』 開催のご案内。
9 月 6 日（火）

15:00～17:00 ソシア 21

〇『ロータリーリーダーシップ研修会』パート１開催のご案内。
9 月 4 日（日） 8:30～17:00 オンライン 参加費無料
２．ロータリー米山記念奨学会より、
『ハイライトよねやま 269 号』のご案内が届いております。
３．川崎西ロータリークラブより、パストガバナー斉藤二郎 様
が 8 月 18 日（木）にご逝去されたとの訃報が届いております。
（享年 90 歳）
通 夜

8 月 24 日（水）

告別式

8 月 25 日（木）

18 時より
12 時より

喪 主

斉藤 信子 様（奥様）

会 場

通夜・告別式共、セレモニア 平安会館みやうち
川崎市中原区宮内 2-11-8

℡044-798-1001

【幹事報告】
★例会変更 ◎川崎西ＲＣ

8/19㈮・8/26㈮ 例会中止

◎川崎マリーンＲＣ ◎川崎中央ＲＣ

■8 月 26 日(金)
【クラブ協議会】

【会長報告】
１．ガバナー事務所より
〇『ガバナー公式訪問』のご案内が届いております。
・日時：9 月 9 日（金）11 時 20 分に会場到着予定
※その後打ち合わせ

12 時 30 分 例会にご出席

新型コロナ感染拡大の為、通常例会は中止といたしましたが、

・場所：ホテルモリノ新百合丘 7F

９月９日（金）ガバナー公式訪問に先駆け、渡邊辰夫ガバナー

・ご来訪者：志村雄治ガバナー、渡邊辰夫ガバナー補佐、

補佐と中村和広クラブ管理運営委員にご出席頂き、クラブ協
議会を開催いたしました。《当クラブ出席者：２０名》

田村眞一地区財務委員長
〇2023-24 年度『R 青少年交換学生募集』のご案内が届いて
おります。
〇ローターアクト動画及び広報誌と青少年奉仕パンフレットの
ご案内が届いております。
〇「ロータリー財団月間（11 月）」卓話申込受付のご案内が届
いております。 ※当クラブは 12 月 9 日（金）実施予定
〇地区ローターアクト主催『アクトの日』開催のご案内が届いて
おります。9 月 10 日（土） 13:30～17:00 オンライン（ZOOM）
登録料無料
〇地区パストガバナー（2006-07 年度）斉藤二郎氏の訃報が

８月２６日 ガバナー補佐を迎えてクラブ協議会

届いております。
２．米山梅吉記念館より、賛助会ご入会、『全国 1 人 100 円募

クラブ協議会

金』運動へのご支援のお願いと『秋季例祭』開催のご案内が
届いております。
〇賛助会員：年間 1 人 3,000 円（1 口）
〇『全国 1 人 100 円募金』運動：特別会計より 2,900 円振込予定
〇秋季例祭：９月１７日（土）14:00～ 米山梅吉記念館ホール

【幹事報告】
★例会変更 ◎川崎西ＲＣ

8/23㈮ 祝日休会

◎川崎高津ＲＣ 9/9㈭ 移動例会「早朝供養例会」大蓮寺
8:00 点鐘 9/２9㈭ 定款休会

◎川崎大師ＲＣ

【臨時 理事役員会】 出席 役員：６名 理事：５名 計 11 名
【議題】
◎ 9 月通常例会再開について・・・《再開》で承認

