第 1392 回 例会記録 2022 年 11 月 4 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】

栗田 将弥 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】
中田美紗子様

宇津木茂夫 会長
◆中田美紗子 様
おう

今月、記念日を迎えた会員

３．10/28佐藤会員お誕生日会収支報告

演奏家

くん

◆王 坤 さん
米山奨学生
会長より奨学金を受ける→

鈴木昭弘親睦委員長

【承認】

４．12/23クリスマス家族会について
鈴木昭弘親睦委員長

【承認】

中田美紗子様コメント 「2005 年から麻生区の歌を歌っており

・招待案内はガバナー補佐のみ ・2時間で終了させる

ます。11 月 15 日に麻生市民ホールで私の生徒さん達の発表

・プレゼントは例年通り ・開催の最終判断：11月25日例会

会があります。普段外へ出る機会のない方々が、プロの生バン

【会長報告】

ドの演奏で、歌うという企画です。幅広い年齢の方々が参加さ

１．１１月のＲI レート １ドル＝１４８円

れ、楽しんで頂きたいと思います。ぜひお越しください。」

２．ガバナー事務所より、『米山奨学生

【1１月の誕生日・記念日】

鈴木 昭弘 親睦委員長

宇津木茂夫 会長

を囲む集い』開催のご案内。
１２月４日（日）16:00～18:30

【奥様】 大野勉会員夫人・順子様、
鈴木眞一会員夫人・知佐子様、梅澤馨会員夫人・恵子様、

崎陽軒 本店

※米山奨学生 王坤さん と 鈴木昭弘

カウンセラー 出席予定

【結婚記念日】 青戸慶太会員、長瀬敏之会員、

【幹事報告】

花輪孝一会員、山上剛史会員、

木村 良三 幹事

【大野勉会員のコメント】 「本日は、家

★例会変更 ◎川崎百合丘ＲＣ

内の誕生日です。今は伊豆の方へ旅行

・11/8（火）⇒11/12（土）地区大会へ

に行っております。明後日、家族で誕生

振替 ・11/15（火）財団招聘卓話

日会をする予定です。」

12：30 点鐘 ・11/22（火）通常例会 ・11/22（火）夜間移動

【第５回理事・役員会報告】

宇津木茂夫 会長

１．指名委員会発表
鈴木昭弘親睦委員長
２．10/27清掃活動後の合同懇親会収支報告
宇津木茂夫会長

【承認】

例会 18:00 点鐘 『笹子うどん』
◎川崎ＲＣ ◎川崎北ＲＣ ◎川崎幸ＲＣ ◎横浜南央ＲＣ
※来週 11 日(金)・12 日(土)は地区大会です。今回は、現

【承認】

地集合、現地解散です。前日にメール配信いたします。

第 １ ３ ９ ３ 回 例会 １１月１１日(金）・１２日(土） 地区大会
第 １ ３ ９ ４ 回 例会 １１月２５日（金）
会員卓話
第 １ ３ ９ ５ 回 例会 １２月 ２日（金）
年次総会

パシフィコ横浜
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

【出席委員会】

大野 勉 委員長

例会

会員

出席

欠席

修正

出席率

1392 回

29

18

10

1391 回

29

15

14

2

58.6％

1390 回

29

14

15

4

62.1％

64.2％

【各委員会寄付】
委員会

ゴの景品として、3000 円程度の品物を用意して頂きたいです。
●また会長幹事と五大奉仕委員長には、別に 5000 円以上の
品物をご用意ください。●最終的には、11 月 25 日の感染状況
で開催の可否を決めたいと思います。

2022-2023 年度

【2590 地区 R 財団セミナー報告】
11 月 13 日 ソシア２１にて

宇津木茂夫 会長

第 1392 回(件数)

合 計

ニコニコ委員会

15 件

￥15,000

【寄付された資金の流れ】

ロータリー財団委員会

4件

￥60,000

寄付された資金は、３年間運用され、

米山記念奨学委員会

3件

￥30,000

【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

３年後に使用される。
◎５０％⇒2590 地区財団活動資金
その内 50％⇒地区補助金
50％⇒グローバル補助金

【来週は地区大会があります】

◎５０％⇒国際財団活動資金

◇大野勉会員【今日は川崎まで行きます】

【ロータリーの奨学生・留学生】

◇梶俊夫会員【寒くなりました】

R 財団奨学生一般公募開始：2022 年 10 月 31 日～2023

◇志村幸男会員

年 1 月 23 日に最寄りのロータリークラブへ応募

【だいぶ秋めいてまいりました】

●地区奨学生（資金：ロータリー財団寄付金、他より）

◇木村良三幹事 ◇碓井美枝子会員 ◇梅澤馨会員

＊ロータリーを通じて国際親善に貢献

◇親松明会員 ◇栗田将弥会員 ◇佐々木範行

＊対象：４年生大学の 2 年以上終了（専攻は自由 1 年）

◇鈴木昭弘会員

◇長瀬敏之会員 ◇花輪孝一会員

◇雪井洋子会員 ◇蓬田忠会員

＊重点分野で活躍する未来のリーダーの育成

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

（Zoomにて）
◇宇津木茂夫会長【今月はロータリー財団月間です】
◇木村良三幹事 ◇梅澤馨会員 ◇鈴木昭弘会員
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
【来週は地区大会があります】
◇木村良三幹事

●グローバル奨学生（資金：ロータリー財団寄付金、他より）

◇梅澤馨会員

ご協力有難うございました。

＊対象：４年生大学終了（専攻は重点分野・1～4 年）
●ロータリー平和フェロー（資金：R 財団寄付金、他より）
＊各国政府や国際機関など平和構築の人材
●青少年交換学生（資金：地区分担金より）
＊15 歳～18 歳の高校生
●米山記念奨学生（資金：R 米山記念奨学金より）
＊日本との懸け橋となる人材を支援
※今年度より定められた新な項目
引受けるクラブは、カウンセラー・会長・次年度会長・その他会
員２名のマイロータリー登録必須

【指名委員会】

鈴木 昭弘 指名委員長

【親睦活動委員会】 鈴木 昭弘 委員長

1 カ月間、さらしを回します。異議のある方は申し出てください。

◆先週の佐藤会員誕生日会収支報告

〈次年度 理事役員候補者〉 会長：青戸慶太 副会長：大野

差引 28700 円は、今後のためにプール。

勉 幹事：中山隆弘 副幹事：山上剛史 会計：碓井美枝子

◆クリスマス家族会について

会場監督：長瀬敏之 会長エレクト＆クラブ奉仕委員長：鈴木

３年ぶりに開催の予定。

憲治 社会奉仕委員長：木村良三 職業奉仕委員長：圓城寺

●１２月２３日(金)18：00～、モリノ７F にて。

広明 国際奉仕委員長：鈴木昭弘 青少年奉仕委員長：鈴木

●会費は、会員 15000 円、家族と友人は 10000 円、中学生以

豊成 理事（直前会長）：宇津木茂夫

上は 5000 円、小学生以下は 3000 円、で考えております。

（敬称略）

●１１月２５日までに出席届をお願い致します。

【四つのテスト】

花輪 孝一 会員

●今回のご来客はガバナー補佐のみ。●アトラクションは王さ

【閉会点鐘】

宇津木 茂夫 会長

ん、宜しくお願いします。●ビンゴ大会も考えております。ビン

【会報委員会】 大石 佳 委員長 写真：大野勉 副委員長

