
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２７日（木）社会奉仕委員会 駅周辺清掃（調整中）    

第１３９１回例会１０月２８日（金）夜会（調整中）       

 

【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 】  国歌『君が代』  R..ソング『奉仕の理想』 

【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 

会長より奨学金を受ける→ 

【10 月の誕生日・記念日】 

     鈴木 昭弘 親睦委員長 

【会員】 大石佳会員（９日）、梅澤馨会員（13日）、 

佐藤忠博会員（28日） 

【奥様】 中山隆弘会員夫人・理紗様、川﨑航会員夫人・麻里子様  

【結婚記念日】 大野勉会員、鈴木豊成会員、 

鈴木憲治会員、鈴木昭弘会員、 

上田昌行会員 

【梅澤馨会員のコメント】 「今月で７５歳

になります。あと５年位は、何とか頑張っ

て生きていきたいと思います。」 

【第 4 回理事・役員会報告】        宇津木茂夫 会長 

１．クリーン作戦について                 【承認】 

 鈴木豊成社会奉仕委員長：川崎百合丘RCと合同 

・10月27日（木）15時開始 新百合ヶ丘駅 通称カマキリ像前 

・終了後懇親会  麻生ガーデン  会費6,000円  

２．クリスマス家族会について 鈴木昭弘親睦委員長【承認】 

・12月23日（金）18時開始  ホテルモリノ宴会場  

・詳細は親睦委員会で審議予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３．佐藤忠博会員誕生日会について 鈴木昭弘親睦委員長  

・10月28日（金）夜会                       【承認】 

・佐藤会員と相談の上、決まりましたらご案内予定 

４．ロータリーコーポレートカード作成について 

       佐藤忠博国際奉仕委員長 【継続審議】 

・宇津木会長名義でクラブカード取得 

・ホテルモリノ支払いに利用 

報告 ・当クラブホームページのバナーが更新されました。 

 ・タウンニュースへ麻生区民まつり 

４０周年の広告を協賛で出しました。 

【会長報告】     宇津木茂夫 会長 

１．１０月のＲI レート １ドル＝１４５円 

２．ガバナー事務所より、 

〇『世界ポリオデー』イベント開催と参加時着用『地区オリジ

ナルＴシャツ』のご案内が届いております。 

《イベント》10月 23日（日） 13:00～16:00 ＪＲ桜木町駅前

広場  トークショーとアトラクション 

《地区オリジナルＴシャツ販売》 価格：1,650 円（内 200 円

をポリオ寄付）  １クラブ 5枚から 10枚購入協力依頼 

〇ＲＬＩ(ロータリーリーダーシップ研究会)パート２開催のご

案内が届いております。10月 16日（日） 9:00～17:00  

聖光学院中学校高等学校 参加費 3,000円  

 

 

 

 

 
［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 1388 回 例会記録 2022 年 10 月 7 日（金） S.A.A.委員長 碓井 美枝子 

 

 

１０月に記念日を迎える会員 

    

    



〇『卓話バンク』と『Web ロータリアンマップ』についてのご案

内が届いております。 

〇『米山学友会総会』開催のご案内が届いております。 

10月 15日（土） 12:20～16:00 新横浜グレイスホテル 

〇『メジャードナー顕彰午餐会』のご案内が届いております。 

１１月２０日（日）神戸ポートピアホテル 参加費 13,000円 

※鈴木憲治会員と梅澤馨ご夫妻 

〇『神奈川県ロータリアン親睦テニス会』のご案内。 

11月 8日（火） 13:00～ 湘南ローンテニスクラブ 

３．Ｒ米山記念奨学会より、鈴木憲治会員に感謝状が届い

ております。 

 

 

 

 

 

 
 

４．あさお区民まつり実行委員会より、区民まつり開催のご

案内と協賛へのお礼状が届いております。 

１０/９㈰10:00～16:00 麻生区役所・麻生市民館・２１ホール 

５．川崎・しんゆり芸術祭実行委員会より、第 1 回実行委員

会の報告が届いております。 

【幹事報告】           〈Zoomにて〉木村 良三 幹事 

★例会変更 ◎川崎高津ＲＣ 10/13（木）移動例会『養護学

校慰問』 10/20（木）通常例会 ホテルＫＳＰ 12:30点鐘 

◎川崎中央ＲＣ ◎川崎大師ＲＣ ◎川崎とどろきＲＣ   

◎川崎中ＲＣ ◎川崎宮前ＲＣ ◎横浜南ＲＣ 

◎横浜あざみＲＣ ◎川崎マリーンＲＣ 

【出席委員会】          志村 幸男 副委員長 

例会 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1388回 29 18 11  62％ 

1387回 29 22 7 3 86.2％ 

1386回 29 20 9 3 79.3％ 

【各委員会寄付】             

委員会 第 1388回(件数) 合 計 

ニコニコ委員会 15件 ￥15,000 

ロータリー財団委員会 6件 ￥56,500 

米山記念奨学委員会 7件 ￥63,000 

【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【寒くてメガネがくもります】 

◇梶俊夫会員【寒いですね】 

◇志村幸男会員【モンゴル日本友好関係樹立50周年文化イ

ベントに行って来ました】 

 

 

 

 

 

◇鈴木昭弘会員【米山カウンセラー会議に出席してきました】 

◇鈴木憲治会員【寒くなりました。体調管理に気を付けましょう】 

◇蓬田忠会員【クラブフォーラム（増強）よろしくお願いします】 

◇碓井美枝子会員 ◇梅澤馨会員 ◇圓城寺広明会員  

◇親松明会員 ◇栗田将弥会員 ◇佐々木範行 

◇鈴木豊成会員 ◇山上剛史会員 ◇雪井洋子会員 

 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  

◇志村幸男会員【モンゴルに行って来ました】 

◇鈴木憲治会員【大変寒くなりました。皆様ご自愛を！】 

◇梅澤馨会員 ◇圓城寺広明会員 ◇親松明会員 

◇鈴木豊成会員       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 

【今日は盗難防止の日です】 

◇圓城寺広明会員【米山月間なので】 

◇鈴木昭弘会員【今月は米山月間です。 

ご寄付お待ちしております！】 

◇鈴木憲治会員 

【久し振りにカウンセラー研修会で卓話をしました】 

◇梅澤馨会員 ◇親松明会員 ◇鈴木豊成会員 

 ご協力有難うございました。 

【親睦活動委員会】 鈴木 昭弘 委員長 

◆クリスマス家族会について 

理事会で承認され、１２月２３日(金)18：

00～で予定しています。これから親睦

委員会で詳細を検討いたします。会費

などは、従来と同じで検討しております。 

アトラクションなども考えております。ただ、今後の社会状況

によっては、縮小または中止ということも考えられます。 

◆例会当日誕生日会（佐藤会員）について 

１０月２８日(金)に夜会を開きたいと思います。詳細は後日。 

【増強についてのフォーラム】     

４テーブルに分かれ、増強について意見を交換いたしました。 

 

 

【四つのテスト】                碓井 美枝子 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：鈴木 豊成 委員 

志村幸男 副委員長   栗太将弥 委員長   圓城寺広明 委員長 

 

   

     

 


