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第1996回例会記録　令和2年6月16日（火）  34/47回

＜点鐘＞� 中島健児会長

＜ソング＞　それでこそロータリー

＜入会式＞� 中島健児会長
　山口卓会員の後任、みずほ銀行新百合ヶ丘支店長と
して赴任された、鴻上貞明新会員の入会式が行われ、
中島健児会長から鴻上新会員にバッジが渡されました。
鴻上新会員→「4月に山口の後任として新百合ヶ丘
支店に着任しました。人生初のロータリークラブに
参加いたします。非常に緊張していますが、ロータ
リーの精神を学んで1日でも早くロータリアンになれ
るよう、ぜひともご指導よろしくお願いいたします」。

＜表彰＞� 中島健児会長

地区より
●�米山カウンセラーの野島会員へ感謝状着
●�当クラブと小島会員に委嘱状着…4月から日本映
画大学の新しい米山奨学生のカウンセラーとして
　�中島健児会長より、野島会員に感謝状、小島会員
に委嘱状がそれぞれ渡されました。
�

※諸事情により、スケジュールは変更になる場合があります。

第1998回  6 月30日 本年を省みて　会長

第1999回  7 月 7 日 役員就任式・会長方針

第2000回  7 月14日 委員会報告　クラブ・職業奉仕各委員長 

川崎百合丘ロータリークラブ ホームページ　
http://www.kawasaki-yurigaoka-rc.jp/

例 会 日 毎週火曜日  12：30〜13：30　　
例会会場 ホテルモリノ7F　TEL 044-966-1300

国際ロータリー第2590地区   川崎百合丘ロータリークラブ



●�第3グループゴルフコンペ表彰
　�10位…平岡会員、ドラコン…安藤亨会員、ニアピ
ン…中島健児会長、北島会員、親松会員、井上勇
会員、鈴木岳人会員、優勝…清水会員、ブービー
…渡邊会員
　ゴルフ同好会の阿久澤会員から賞品が渡されました。
●�セーフティーチャレンジ
　�井上勇社会奉仕委員長より阿久澤会員に、セーフ
ティーチャレンジ当選の賞品が渡されました。

＜会長報告＞� 中島健児会長
◆会長・幹事会報告
・�次年度ガバナー公式訪問の件　
　�ガバナー補佐によるクラブ協議会　9/15（火）
　ガバナー公式訪問　10/6（火）
・�次年度のIM開催　担当クラブは高津RC、高津南
RC�
　2021年2/12（金）　川崎高津市民館で開催
・�次年度地区大会
　�2021年4/10（土）　1日開催　詳細は追ってお知ら
せいたします。
◆理事会報告
・�例会変更の件　再開のタイミングを協議、本日よ
り再開となりました。
・�プログラム変更の件　休会にあたり
　�6/16（火）　4大奉仕委員長による本年を省みて
6/23（火）　�PETS報告、クラブ奉仕委員長による
本年を省みて
　6/30（火）　会長による本年を省みて、お疲れ様会
　通常例会　ホテルモリノにて
・休会期間中の会費の件　クラブの有益な活動に活用
・�退会者の件　金子幹事、尾崎会員、山口卓会員、清
水会員の退会の書面を理事会で受理いたしました。
・入会者の件
　�山口卓会員後任の鴻上新会員、清水会員後任の丹
羽様の入会が理事会で承認されました。
・�宮﨑会員ご家庭のご不幸の件　当会規定のお香典
をお渡ししました
・�あさお芸術のまちコンサート協賛の件　例年通り
協賛いたします。
・�次年度活動計画書・ロースターの件　･山崎会員、
職業分類変更の件　
・�セーフティーチャレンジの件　今年度も参加いた
します。参加費1人500円
・100円募金の件　米山梅吉記念館より協力依頼の件

・テーマ旗購入の件　
・�フェイスシールドの件　地区よりフェイスシール
ド480セットの提供があり、当会としては地域の医
療施設、医療従事者に使用していただきたく、菅
会員の麻生病院と中島眞一会員のメディカルモリ
ノに寄贈を決定させていただき、お渡ししており
ます。菅会員からはお礼状をいただいております。
・�リモート例会の件　コロナ禍における新しい例会
運営を検討していくという意見が共有されまし
た。具体的には、来週のクラブ奉仕委員長の報告
をリモートで行う予定です。ご覧になっていただ
き色々なご意見を伺いたいと考えております。
・クールビズの件　5月から10月末まで適用されます。
・�アロハシャツの件　次年度の親睦委員会の会員誕
生の品として制作。7月第2例会、2000回の記念例会
に間に合うように準備しております。ロータリー
マークの刺繍があるので公式仕様となります。
・PETS登録料の件
・�次年度第3グループ人頭分担金の件　次年度は
青少年交換留学生がいないので、1クラブあたり
20,000円を、ガバナー補佐の活動費として拠出い
たします。
・�7月2週目が、通算2000回の例会となります、記念
例会として内容を検討しております。
　以下、会長報告です。
1.��当会の例会における新型コロナウィルスの感染拡
大防止の対応について　ご理解とご協力お願いい
たします。
2.��クラブ会長エレクト研修セミナー（PETS）・
2020-21年度地区研修・協議会開催中止のお知らせ
3.��ガバナー事務所移転のお知らせ
　〒231-0016�横浜市中区真砂町4-43�木下商事ビル5F
4.��財団・米山寄付金の件　まだの方、今年度分のご
協力よろしくお願いいたします。

＜幹事報告＞� 金子幹事
・6月ロータリーレート　1＄＝108円
・他クラブ2020-21年度　理事・役員のお知らせ
・�次年度地区委員会から委員の委嘱が届いておりま
す。当会からは親松会員に依頼いたします。
・第3グループ　他クラブ例会案内着
＊その他
他クラブも情勢を見ながらの活動再開となっており
ます。メークアップ希望の方は、事務局までお問合
せください。



＜ニコニコ委員会＞� 山口篤委員長
　中島健児会長→「今年度は例会が出来ないので
は？と思う時期もございましたが、こうして再開で
きたことをうれしく思います」。金子幹事→「本日
のプログラム各委員長よろしくお願いいたします」。
菅会員→「当院にフェイスシールドをご寄付頂き有
難うございました。大切に使わせて頂きます」。以
下、感謝を込めてニコニコヘ。赤本会員、阿久澤会
員、安藤美恵子会員、安藤亨会員、福家会員、平岡
会員、井上久会員、井上勇会員、石野会員、伊藤会員、
鴨志田会員、小島会員、鴻上会員、小塚会員、宮﨑
会員、中島眞一会員、中村会員、野島会員、大西会
員、大矢会員、親松会員、佐々岡会員、嶋会員、清
水会員、白井会員、鈴木文夫会員、鈴木清会員、玉
井会員、渡邊会員、山崎会員、屋敷会員、結城会員、
山口篤会員。

＜出席委員会＞� 結城委員長

＜ニコニコ・財団・米山委員会＞

＜ロータリー財団委員会＞� 阿久澤委員長
　井上久会員→「会長・幹事さん、本当にご苦労様
でした」。菅会員→「頑張ってコロナを収束させまし
ょう」。赤本会員、平岡会員、小島会員、中村会員、
大矢会員、鈴木清会員、玉井会員、山崎会員、阿久
澤会員からもいただきました。

＜米山奨学委員会＞� 安藤美恵子委員長
　安藤亨会員→「今年度分です」。菅会員→「コロナ
収束に向けて頑張りましょう」。大矢会員→「去年の
台風19号による水害の作品修復、とり合えず150号
二点終わりました」。赤本会員、井上勇会員、平岡
会員、中島眞一会員、清水会員、白井会員、嶋会員、
玉井会員、山口篤会員、山崎会員からもいただきま
した。

本日のプログラム
＜本年を省みて＞
職業奉仕委員会� 渡邊委員長

　新型コロナウィルスの発生により、約3カ月にわ
たり例会が開けず、消化不良の感がありました。
　四つのテストと職業情報の小委員会を運営する事
により「最もよく奉仕する者は、最も多く報いられ
る」との理念を掲げ、クラブや地域社会に貢献する
ことを目指しましたが、なかなか難しかった1年で
ありました。
　職業奉仕委員会のメイン活動でもある、1月21日の
職場訪問は天候にも恵まれ、静岡県の米山記念館に
行きました。会員は米山奨学会に年間25,000円の寄
付をされておりますが、記念館に行かれた会員は少
なく、現地で米山梅吉氏の生い立ちや業績等の説明
を受け、墓参もいたしました。
　職業奉仕委員会メンバー各会員には何かとお世話
になり心より厚く御礼を申し上げます。

青少年奉仕委員会� 山崎委員長

　若者が奉仕精神に満ち溢れ、素晴らしい企画をし、
互いに協力する姿に感動を受けたことが一番の宝で
す。夢を語り合い、海外との交流、老人の方や仲間
達を助けていく、何とか自分達の力で寄付金を作ろ
うとする。その力強さに日本の未来も明るいと信じ
ておりました。しかし、コロナウィルスの影響で活
動が休止され、どれほど残念であったろうと心が締
め付けられる思いです。ですが柔軟性ある若者です
から、今後も新しい生活環境、手段を通じて奉仕活
動、海外との交流活動を続ける事を願っております。
1.��IACの活動報告…コロナウィルス影響の為中止

今回

ニコニコ
財団
ベネファクター
米山

	 36件	 36,000円	 1,060件	 1,148,514円
	 11件	 166,200円	 34件	 537,600円
	 0件	 0円	 1件	 110,000円
	 13件	 240,000円	 39件	 620,000円

累計

会員 出席 欠席 メーク

第1996回	 49	 36	 13	 	 73.47%
第1995回	 50	 36	 14	 	 72%

出席率



2.�5月予定のRYLA合宿中止
3.��青少年交換…危機管理上の面で中止となっており
ます。世界中の若者が他国の文化を知る上で重要
だと思いますが、次年度もありません。
　�反省として、同じ青少年委員会の方たちと意見交
換を深める事ができませんでした。次年度の委員
長に期待を込めてエールを。

社会奉仕委員会� 井上勇委員長

　コロナウィルスの影響で、例会も休会、自粛生活
で私も外に出れずに過ごしておりました。
〜社会奉仕委員長の1年を振り返って〜
◦�ニコニコ委員会…3月以降例会が休会の為、金額
も例年と比べ減少しています。
◦地域活動
1.��桐光学園IACとの合同の新百合ヶ丘周辺の清掃活
動…9/24実施　会員、IAC、会員会社社員総勢45
名の参加。　
2.��桐光学園IACとのあしなが募金活動…地区大会
（当初予定が変更）と重なり中止。
3.��麻生防犯協会の青色パトカーでの防犯活動…4月
か5月の予定だったが、コロナの影響で中止。
4.��昭和音楽大学でのバザー…11/2・3実施→台風19号
の義援金として川崎市に贈らせていただきました。
　�会員の皆様には、ご協力いただきありがとうござ
いました。

国際奉仕委員会� 鴨志田委員長

　本年度はRIマーク・ダニエル・マローニ会長の『ロ
ータリーは世界をつなぐ』というテーマで、2020年6月
にハワイホノルルに於いて行われる予定であった世

界大会（当クラブからも10名の参加予定）でのメークア
ップを考えておりましたが、新型コロナウィルスの拡
大により、残念ながら中止となりました。来年度は台
湾で世界大会が行われる予定です。そちらには是非
多くの会員の皆様と参加できればと考えております。
　また、国際奉仕委員会の各委員長、ロータリー財
団と米山記念奨学の寄付目標達成、米山カウンセラ
ーとして張君の受け入れ2年間、姉妹クラブ台湾永
和RC例会出席など、日頃より活動ありがとうござ
いました。会員の皆様、1年間ご協力ありがとうござ
いました。

＜点鐘＞� 中島健児会長
　

　2020年、年明けより全世界で急速的に流行してい
る新型コロナウィルスの影響を受け、3月10日より例
会が中止となっていましたが、政府が要請している
集会再開の目途がたったこと、また感染拡大を防ぐ
状況を避けての、久しぶりの例会となりました。例
会再開にあたり『新型コロナウィルスの感染拡大防
止への対応について』が会員に配布されております。


