
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 

第１３９０回例会１０月２１日（金）社会奉仕委員会 駅周辺清掃  百合ヶ丘Ｃ.Ｃ.     

 

【開会点鐘】                           宇津木 茂夫 会長  

【S. A. A】                               蓬田 忠 委員 

【 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 

◆王
おう

 坤
くん

 さん 米山奨学生→ 

【王さん メッセージ】 

「先週、研修旅行で米山梅吉記念

館へ行きました。その時に、日本の

果物の美味しさが良く分かりました。 

記念館では奉仕の精神を学び、今後に活かしたいと思いま

した。初めて富士山を見ましたが、雪がないので想像とは違

いました。また初めての日本のバス旅行で、神社やお寺に

ついて知り、人生の勉強や自分が成長できたようで嬉しか

ったです。帰ってから自分の授業や生活にどのように活か

せるか考え、もっと頑張りたいと思います。」 

【今月の会長幹事会 報告】        宇津木茂夫 会長 

ガバナー補佐より：次年度のＧ補佐を決める時期となり、順

番により川崎西北ＲＣより選ばれることになっています。 

川崎西 RCの上松会長より：地区の社会奉仕委員会に所属

している関係で、社会奉仕のホームページを作る予定で、活

動やバナーの写真を用意してくださいとのお話がありました。 

【会長報告】                   宇津木茂夫 会長 

１．ガバナー事務所より、 

〇ガバナー公式訪問対応へのお礼状が届いております。 

〇『地区Ｒ財団セミナー』開催のご案内が届いております。 

    10月 13日（木） 15:00～17:30  ソシア２１   

   ※宇津木茂夫会長出席予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

〇世界ポリオデーに合わせたイベントを対象としたフォトコ

ンテストのご案内が届いております。 

２．Ｒ米山記念奨学会より、『ハイライトよねやま 270 号』のご

案内が届いております。 

３．川崎百合丘ロータリークラブより、第 3 グループ人頭分

担金の報告が届いております。 

◆総額 120,000円（各クラブ 20,000円×6 クラブ） 

◆ガバナー補佐慶弔費として、渡邊辰夫ガバナー補佐

にお渡しいたしました。 

４．横浜市営地下鉄 3 号線延伸早期完成期成同盟会より、

『メトロの風ニュース 第 8号』が届いております。 

５．社会福祉法人神奈川県共同募金会より、“赤い羽根”共

同募金へのご協力のお願いが届いております。 

●ホテルモリノよりお知らせ 

【身障者用スペースの駐車について】 車椅子を利用され

ている方や高齢者、妊産婦、怪我をされている方など歩行

が困難なお客様が安全にホテルを利用していただける目

的で設置をいたします。 

【エントランス入口の駐車について】 法令順守（消防法）避

難経路確保のため、お停めいただけません。 

【会長報告】                    木村 良三 幹事 

★例会変更 ◎川崎ＲＣ  

★会報着 ◎川崎北ＲＣ 第 2984回（7/20）～第 2988回（8/31） 

 

 

 

 

 
［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 1387 回 例会記録 2022 年 9 月 16 日（金） S.A.A.委員長 碓井 美枝子 

 

   



◎川崎中原ＲＣ 第 1530回（７/７）～第 1533回（8/18） 

★お願い★ １１月１１日（金）・１２日（土）地区大会の出欠簿

を回覧しております。ご記入をお願いいたします。 

【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 

1387回 29 22 7  75.9％ 

1386回 29 20 9 3 79.3％ 

1385回 29 15 14 6 72.4％ 

【各委員会寄付】             

委員会 第 1387回(件数) 合 計 

ニコニコ委員会 17件 ￥17,000 

ロータリー財団委員会 2件 ￥17,900 

【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【涼しくなりました】 

◇木村良三幹事【秋らしく・ ・ ・ あと少し】 

◇梶俊夫会員【毎日のゴルフご苦労様でした】 

◇志村幸男会員【今月26日よりモンゴルへ行って来ます】 

◇青戸慶太会員 ◇碓井美枝子会員 ◇梅澤馨会員  

◇大野勉会員 ◇親松明会員 ◇川﨑航会員 

◇佐々木範行会員 ◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木憲治会員  

◇鈴木豊成会員 ◇長瀬敏之会員 ◇山下俊也会員  

◇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 

◇鈴木昭弘会員【王君と米山日帰り旅行に行って来ました】 

◇蓬田忠会員【敬老の日迎えたくありません】 

【10 月のプログラム】      川﨑 航 プログラム委員長 

第一例会（７日） 第４回定例理事会 増強フォーラム５人組 

〈会長補足：10月と２月にフォーラムを行おうと考えております。〉 

※ショート卓話をお願いするかもしれません。 

第二例会（１４日） 米山奨学生 王 坤
くん

 さん卓話 

第三例会(２１日) 社会奉仕委員会によるクリーン作戦 

新百合ヶ丘駅周辺清掃 

第四例会(２８日) ロータリー財団セミナー報告 

【会議報告】           佐藤 忠博 国際奉仕委員長 

９月６日、国際委員長会議に参加しま

した。当日は各クラブの国際奉仕委

員会の活動について報告がありまし

た。当クラブは今年の活動として、ロー

タリーカード作成を提唱し、個人やクラ

ブにお願いしたいと考えております。 

このカードについては、中々浸透していないような印象でし

た。カード作成には特典があり、当クラブもこれから作ろうと

思っておりますので、ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

【米山記念奨学委員長会議 報告】   宇津木茂夫 会長 

日にち：９月６日(火) 会場：ソシア21 にて 

【目的】将来母国と日本との懸け橋となり、国際社会で活躍 

する優秀な留学生を奨学することを目的とします。 

ロータリークラブを通して日本の文化、習慣などに触れ、社会

参加や社会貢献の意識を育て、将来ロータリーの理想とする

国際平和の創造と維持に貢献する人となる事を期待される。 

【地区目標】 

①寄付金（年間）；25,000 円／会員 1 人 ［2590 地区］寄付

金（年間）；28,471円／会員 1人 ➡国内 34地区中 1位 

あくまで寄付は、任意なので会員 1人 1人に米山奨学金事

業の理解をしてもらえる様に務める。 

②世話クラブ；奨学生への支援 

③各クラブ；学友への支援 奨学期間終 

了後も交流を継続することが望ましい。 

【2590 地区の留学生】 

大学の数 38校（指定校 25校） 

留学生数 4,662名（内対象学生数 2,563名） 

米山奨学生 37名 

大学が少ない地区は、専門学校なども指定校としている所

もあります。 

【奨学生が決まるまで】 

〈６月〉地区ごとの割り当て数を決める 〈７月〉地区で指定

校を決める 〈８月～〉募集スタート（指定校での学内選考） 

〈１０月１５日〉応募締め切り 〈１１～１月〉地区ごとに面接 

〈１２～２月〉合否発表 

【本年度 予定】 

9月 11日  奨学生夏季研修旅行（米山梅吉記念館） 

10月 5日  カウンセラー研修会 

10月 15日 米山学友会総会 

11月 12日 米山奨学生を囲む集い（崎陽軒本店） 

3月 4日   米山修了式（崎陽軒本店） 

4月 22日  奨学生・カウンセラーオリエンテーション 

※青戸慶太会員よりご挨拶 

先日は、父親の葬儀にご参加いた 

だき有難うございました。 
 

【四つのテスト】     青戸 慶太 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 

       

 

 

  

 


