
第１３９６回例会１２月 ９日（金）招聘卓話      ホテルモリノ   

第１３９７回例会１２月１６日（金）幹事の日      琴 平 会 館  

第１３９８回例会１２月２３日（金）クリスマス家族会  ホテルモリノ   

 

【開会点鐘】                宇津木 茂夫 会長  

【S. A. A】                  鈴木 豊成 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】      

         宇津木茂夫 会長   

◆高橋 仁
じん

 様 (圓城寺会員ご友人)➡ 

◆王
おう

 坤
くん

 さん 米山奨学生 

【1２月の誕生日・記念日】      鈴木 昭弘 親睦委員長 

【奥様】 上田昌行会員夫人・陽子様、 

木村良三会員夫人・友美子様、梶俊夫会員夫人・昭子様、  

【結婚記念日】 山下俊也会員、 

【木村良三会員のコメント】 「１２月は気忙しい上に家内の誕

生日、クリスマスと続きます。家族が健やかに過ごせるのも家

内のお蔭です。有難うございました。」 

【第６回理事・役員会報告】        宇津木茂夫 会長 

１．クリスマス家族会について 鈴木昭弘親睦委員長 【承認】               

２．新年会について      鈴木昭弘親睦委員長 【承認】 

３．会報用デジタルカメラ購入について      宇津木会長 

現在使用のカメラに不具合が生じている  【承認】 

※ 森会員が退会され、現在備品等は会長宅の倉庫に収

めてありますが、本年度の百合丘CCの例会場は琴平

会館に変更し予約したため、備品 

をそちらに移します。 

【会長報告】     宇津木茂夫 会長 

１．１２月のＲI レート １ドル＝１３８円 

２．ガバナー事務所より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇『米山奨学生を囲む集い』集合時間変更のご案内。 

１２月４日（日） 16:00⇒14:00  着物の着付けの為 

〇2022-23年度インターアクト年次大会のご案内。 

１月２２日（日）10:00～15:30 聖光学院中学校・高等学校  

参加費 1,000円 

３．川崎高津南 RC より『第 4 回会長・幹事会』開催のご案

内。１月１１日（水）18:00～ ホテルＫＳＰ  会費 7,000円 

【幹事報告】      木村 良三 幹事 

★例会変更  

◎川崎西ＲＣ １２/３０（金） 定款休会  

◎川崎高津ＲＣ １２/８（木）⇒１２/４（日） 

移動例会「Ｕ１２バスケット大会」 

カルッソ川崎  １２/２９（木）休会 

◎川崎大師ＲＣ ◎川崎とどろきＲＣ  

◎川崎中ＲＣ ◎川崎マリーンＲＣ 

 

【出席委員会】   大野 勉 委員長 

例会 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1395回 28 22 6  78.6％ 

1394回 28 16 12 2 64.2％ 

1393回 28 14 0 0 100％ 

 

 

 

 
［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］琴 平 会 館 ほか 

※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 1395 回 例会記録 2022 年 12 月 2 日（金） S.A.A.委員長 碓井 美枝子 

  

 

会長より奨学金を受ける     今月、記念日を迎えた会員 

  

 



【各委員会寄付】             

委員会 第 1395回(件数) 合 計 

ニコニコ委員会 21件 ￥23,000 

ロータリー財団委員会 4件 ￥74,600 

米山記念奨学委員会 3件 ￥95,000 

【ニコニコ委員会 メッセージ】       栗田 将弥 委員長 

◇宇津木茂夫会長 

【森保（もりやす）サムライブルー頑張れ!!】 

◇木村良三幹事 

【高橋様 ようこそお越しくださいました】 

◇大野勉会員【堂安・田中・ブラボー】 

◇栗田将弥会員【忘新年会どしどしお待ちしています】 

◇佐藤忠博会員【日本バンザイ、パチパチ拍手おめでとう】 

◇志村幸男会員【日本サッカーおめでとう】 

◇鈴木昭弘会員【沖縄は3日間雨でした】 

◇鈴木憲治会員【W杯での活躍おめでとう】 

◇花輪孝一会員【サッカー大勝利おめでとう】 

◇青戸慶太会員 ◇梅澤馨会員 ◇圓城寺広明会員   

◇大石佳会員 ◇梶俊夫会員 ◇川﨑航会員 

◇佐々木範行会員 ◇鈴木豊成会員 ◇中山隆弘会員  

◇長瀬敏之会員 ◇雪井洋子会員 ◇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 ◇木村良三幹事  

◇梅澤馨会員 ◇大野勉会員  

◇鈴木憲治会員  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】    

佐藤 忠博 国際奉仕委員長 

◇宇津木茂夫会長 ◇木村良三幹事 

◇梅澤馨会員 ◇大野勉会員  

◇志村幸男会員 ◇鈴木昭弘会員 

◇鈴木憲治会員  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 

◆新年会について 

日時：1月 13日 18：00～ 

場所：旭寿司 新百合ヶ丘店  

会費：５０００円  

◆クリスマス家族会について 

日時：12月 23日 18：00～２時間程度、（時間をつめる） 

参加人数：現在７５名 ※未定の方がいる 

会費：会員 15000円、家族と友人は 10000円、中学生以上

は 5000円、小学生以下は〈食事あり〉3000円、〈食事なしの

場合は会費なし〉 ※会費は来週より集める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ビンゴゲームについて 

ビンゴ景品の準備：一人 3000円程度の品物を用意 

会長・幹事・５大奉仕委員長：他に 5000円以上の品物を 

◆お子様のプレゼントについて……ご家族が購入 

 クラブから 3000円を補助。但し、購入した領収証を提出。 

◆ほかに景品の補助として、シクラメンと納豆を用意します。 

◆アトラクションについて 

 米山奨学生の王さんにお願いする。 
 

【2022-2023 年度 年次総会】 宇津木茂夫 会長 

クラブ細則に従って行います。 

〈木村幹事より〉会員総数２８名、出席者２２名、委任状提出

2名、合計２４名につき年次総会は成立。       

〈鈴木昭弘指名委員長より 2023-24 年度理事役員候補者発表〉 

会長：青戸慶太 副会長：大野勉 幹事：中山隆弘  

副幹事：山上剛史 会計：碓井美枝子 会場監督：長瀬敏之 

会長エレクト＆クラブ奉仕委員長：鈴木憲治  

社会奉仕委員長：木村良三 職業奉仕委員長：圓城寺広明  

国際奉仕委員長：鈴木昭弘 青少年奉仕委員長：鈴木豊成  

理事（直前会長）：宇津木茂夫 （敬称略） 

※賛成挙手が過半数につき、この通り可決。 

【会長幹事会報告】             宇津木 茂夫 会長 

１．次年度第３グループのガバナー補佐は川崎西北 RCの渡

邊四郎様に決まる。 

２．各クラブのガバナー公式訪問は１０月２４日に終了。 

３．リーダーシップ研修会は１１月２７日に開催されました。 

４．１月の職業奉仕月間の卓話として１月２７日に実施する。 

５．２０２３-２４年度 R財団奨学生募集開始のお知らせ。 
 

【四つのテスト】         蓬田 忠 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：大石 佳 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

米山奨学生を囲む会 
12 月 4 日 

崎陽軒本店にて 

 

鈴木昭弘カウンセラーと王坤さん 


