
第１３８７回例会 ９月１６日（金）クラブ米山委員長会議報告   ホテルモリノ 

第１３８８回例会１０月 ７日（金）定例理事会（第４回）       ホテルモリノ 

第１３８９回例会１０月１４日（金）米山奨学生 王さん卓話    ホテルモリノ 

 

ガバナー公式訪問 
 

【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『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 

◆志村 雄治 様 第２５９０地区 ガバナー（川崎南 RC） 

◆村田 眞一 様 第２５９０地区 地区財務委員長（川崎南 RC） 

◆渡邊 辰夫 様 第３グループ ガバナー補佐（川崎百合丘 RC） 

◆王
おう

 坤
くん

 さん 米山奨学生 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【会長報告】                  宇津木茂夫 会長 

１．ガバナー事務所より、 

〇2022年度米山カウンセラー研修会 開催のご案内が届いて

おります。 10月 5日（水） 15:00～17:00 ホテルプラム 

※鈴木昭弘カウンセラー出席予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇地区大会のご案内が届いております。 

  11月 11日（金）・12日（土） パシフィコ横浜会議センター 

〇2022 年度米山奨学生夏季研修旅行の注意事項と参加

者名簿が届いております。 ９月１１日（日） 米山梅吉記

念館とメロン狩り 日帰りバス旅行 ※当クラブから王坤

米山奨学生と鈴木昭弘 

カウンセラーが参加予定 

２．Ｒ米山記念奨学会より 

【奨学生・学友証明書】 

が届いております。➡ 

３．米山梅吉記念館より、 

一人 100円募金の領収 

証が届いております。 

【幹事報告】      木村 良三 幹事 

★例会変更 ◎川崎北ＲＣ  

【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 

1386回 29 20 9  69％ 

1385回 29 15 14 5 69％ 

1384回 29 20 9 2 75.9％ 

 

 

 

 

ガバナー公 式 訪 問  

［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 

第 1386 回 例会記録 2022 年 9 月 9 日（金） S.A.A.委員長 碓井 美枝子 

志村雄二 ガバナー    渡邊辰夫ガバナー補佐ナー 

 

 

 



  

  

   

【各委員会寄付】             

委員会 第 1386回(件数) 合 計 

ニコニコ委員会 20件 ￥29,000 

ロータリー財団委員会 3件 ￥21,000 

米山記念奨学委員会 2件 ￥13,000 

【ニコニコ委員会 メッセージ】  鈴木豊成 社会奉仕委員長 

★お客さま 

◇第2590地区ガバナー (川崎南RC) 志村 雄治 様 

【公式訪問有難うございます】 

◇第2590地区財務委員長 (川崎南RC) 村田 眞一 様 

【今年度、地区財務委員長の川崎南RCの村田です。本日

はG公式訪問に随行しました。一年間よろしくお願い致します】 

◇第3Gガバナー補佐 (川崎百合丘RC)  渡邊 辰夫 様 

【今日はガバナー公式訪問についてまいりました】 

★会 員 

◇宇津木茂夫会長【ようこそ志村ガバナー、渡邊ガバナー補佐】 

◇木村良三幹事 ◇川﨑航会員 ◇志村幸男会員 【同上】 

◇鈴木昭弘会員【志村G、渡邊G補佐ようこそ！】 

◇梅澤馨会員 ◇圓城寺広明会員 ◇大石佳会員 

◇大野勉会員 ◇親松明会員 ◇梶俊夫会員 

◇佐々木範行会員 ◇鈴木豊成会員 ◇長瀬敏之会員  

◇森茂則会員 ◇山上剛史会員 ◇蓬田忠会員 

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【志村ガバナー、村田委員長、渡邊ガバナー 

補佐ようこそ】 ◇親松明会員 ◇蓬田忠会員 

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【志村ガバナー、村田委員長、渡邊ガバナー 

補佐ようこそ】 ◇親松明会員 ご協力有難うございました。 

【ガバナー 卓話】 志村 雄治 第２５９０地区 ガバナー 

★ガバナーご紹介  渡邊 辰夫 第３グループガバナー補佐 

【略歴】１９５０年３月のお生まれ。 

１９７２年、慶応義塾大学商学部を

ご卒業。白山幼稚園の園長に就

任され、その後、学校法人志村学

園理事長に就任される。 

【公職・賞歴】(公)神奈川県私立幼 

稚園退職基金財団 理事、(公)幼少年教育研究所 理事、

他 神奈川県・県民功労賞(2015)、他 瑞宝双光章(2020) 

【ロータリー歴】 １９７９年１月 川崎日吉 RC入会、２０１１年 

１１月 合併により川崎南 RC 入会、地区インターアクト、第１

G ガバナー補佐、（現青少年奉仕）委員長、地区ロータリー

財団委員長、（PHS）コーディネーター、他 

★志村ガバナーのお話   

【仕事など】 

幼稚園（学法）志村学園の園長、

理事長。また、専門学校や大学

での非常勤講師、各種公益財

団法人の評議員や理事。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【趣味として】 ●オリンピック観戦（1964 年の東京オリンピック、

北京・ロンドンオリンピック、冬季オリンピックなど。)  

●切手収集 ROS(ロータリーオンスタンプ)  ●通行手形収集 

 

 

 

 

 

 

●その他の収集 

コップ、マグネットなど 

●各種検定に挑戦 

 

  

  
志村学園 白山幼稚園ナー 

非常勤講師で鎌倉女子大学にてナ

ー 

神奈川県民功労者・文部科学省教育者表彰 

  

    

  



【RI 会長テーマ】 

 

 

 

 

 

 

ジェニファー・ジョーンズ国際ロータリー会長 2022-2023 

ウィンザー・ローズランド・ロータリークラブ 

（カナダ・オンタリオ州）会員 ※初めての女性会長（50代）

1997年にロータリーに入会、 

イマジン・ロータリー 

想像してください、私たちがベストを尽くせる世界を。 

私たちは毎朝目覚めるとき、その世界に変化をもたらせる

と知っています。  

ロータリーでの参加型の奉仕、人間的成長、リーダーシッ

プ開発、生涯にわたる友情こそが、目的意識と熱意を生み

出します。想像してください、私たちがベストを尽くせる世界

を。私たちは毎朝目覚めるとき、その世界に変化をもたら

せると知っています。  

私たちは今、果敢に、目的意識をもって行動し、リーダーシ

ップを発揮できるかどうかが問われています。 

昨日のことをイマジン（想像）する人はいません。それは未

来を描くことです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ガバナーテーマ】 

「ロータリーの再生」―新たな挑戦― 

１．ロータリーの目的に沿った魅力あるクラブ創りに取り組み、

新たな挑戦をしましょう。 

２．会員基盤の充実と強化をしましょう。 

３．青少年奉仕活動の充実に向けて新たな挑戦をしましょう。 

４．奉仕プロジェクトの充実を図りましょう。 

５．ロータリー財団と米山記念奨学事業に対するご理解と寄

付に協力しましょう。 

６．公共イメージとロータリーの認知度の向上を図りましょう。 

７．会員交流会（新人・職業等）を開催しましょう。 

８．マイ ロータリーの登録率を向上させましょう。 

９．2022-23年度ロータリー賞（ロータリークラブ対象）に挑戦

しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

【四つのテスト】志村幸男会員 【閉会点鐘】宇津木茂夫会長 

【会報委員会】 大石 佳 委員長    写真：大野 勉 委員 

     

   

貴重なお話を有難うございました。

ナー 

   

   

      


