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第2068回例会

2022〜 2023年度

第2068回例会記録　令和4年7月5日（火）  1/47回

本日は2022〜23年度の第1例会につき、山口前年
度幹事から嶋会長へガベルの引継ぎが行われ、嶋会
長より古澤前年度会長、山口前年度幹事に記念品が
贈呈されました。

＜点鐘＞　	 嶋会長

＜ソング＞君が代　奉仕の理想

＜お客様ご紹介＞　	 　嶋会長
米山奨学生　金多情さん
嶋会長より奨学金が授与されました。

＜入会式＞� 渡邊ガバナー補佐
渡邊ガバナー補佐よ
り、永田ゆえみん新入
会員に入会のバッジが
渡されました。
永田ゆえみん会員→

「私は台湾出身です。こち
らの皆さんには法人会でお世話になっており、そのご
縁で入会する事となりました。迷惑をおかけする事も
あるかと思いますがどうぞよろしくお願いします」。

※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2070回  7 月19日 委員会報告　青少年・社会・国際奉仕各委員長

第2071回  7 月26日 クラブ協議会

第2072回  8 月 2 日 委員会報告　会員増強・会員選考各委員長

●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



＜2022〜23年度役員紹介＞　	
会長	 嶋　　　元
会長エレクト	 親松　裕明
副会長　クラブ奉仕委員長	 安藤美恵子
幹事	 菊池　慶高
会計	 鈴木　　清
会長監督SAA	 平岡　　勉
副幹事	 菅　　泰博
職業奉仕委員長	 中村　和広
青少年奉仕委員長	 鈴木　孝英
社会奉仕委員長	 井上　　久
国際奉仕委員長	 安藤　　亨
直前会長	 古澤　利夫

＜会長報告＞　	 嶋会長
先に、理事会報告です。
・地区支払の件、人頭分担金等支払いの件
・入会者の件
・会長幹事会会費の件
・	麻生観光協会年会費の件、麻生青少年交通安全連
絡協議会年会費の件
・麻生芸術のまちコンサート協賛の件
・麻生区社会福祉協議会の件
・ホテルへのお中元の件
・慶弔費の件
・タウンニュースの名刺広告の件
・プログラム変更の件
　	8/2（火）は通常例会とし、8/9（火）の例会を8/10（水）
夜会に変更
　以上、全て承認可決されました。
　以下、会長報告です。
1.	2021–22年度上期地区資金振込依頼の件
2.		麻生区安全・安心まちづくり協議会よりパトロー
ル実施団体・組織の確認について
3.		川崎市麻生区社会福祉協議会より会費納入の件・
会員要綱・会員規定着
4.		川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしんゆり）

2022実行委員会開催の報告について
5.		新百合ヶ丘エリアマネジメントコンソーシアムよ
り全体会の報告とオープンミーティングのご案内

＜幹事報告＞　	 菊池幹事
＊第3グループ2022–23年度会長・幹事会開催の件
　7/13（水）18:00〜　アサオガーデン
＊表敬訪問
　		川崎麻生ロータリークラブ　7/12（火）会長・幹事
来訪
＊近隣クラブ例会変更・案内
　	川崎中RC、川崎大師RC、川崎マリーンRC、川
崎とどろきRC、新川崎RC

＜乾杯＞　	 親松会長エレクト
それでは皆さん、嶋年度の門出を祝して乾杯した
いと思います。乾杯！
この後、お食事となりました。

＜ニコニコ委員会＞　	 中島健児委員長
嶋会長→「これから1年間よろしくお願い致しま
す」。菊池幹事→「本日より幹事を務めさせて頂き
ます。1年間よろしくお願い致します」。木庭会員→
「父の葬儀の際は、お忙しい中、多くの方にご参列
賜り、また、供花もいただきありがとうございまし
た。おかげ様で無事送ることができました」。旅行
同好会→「お陰様で楽しい『お疲れ様会』となりま
した。少々残りましたので、ニコニコに入れさせて
頂きます」。以下、感謝をこめてニコニコへ。赤本
会員、安藤亨会員、安藤美恵子会員、青柳会員、福
家会員、畑山会員、平岡会員、井上久会員、井上勇
会員、石野会員、伊藤会員、北島会員、小島会員、
小塚会員、中島眞一会員、中村会員、大矢会員、親
松会員、江田会員、左藤会員、関田会員、白井会員、
菅会員、鈴木岳人会員、鈴木孝英会員、鈴木清会員、
渡邊会員、山口会員、結城会員、中島健児会員。



＜出席委員会＞　	 左藤委員長

＜ニコニコ・財団・米山委員会＞　	

＜ロータリー財団委員会＞　	 井上久委員
安藤美恵子会員→「円高レートにはビックリしま
した」。結城会員→「入会42年になりました」。白井
会員からも頂きました。

＜会長方針＞　	 嶋会長

この度、古澤前会長の後を受け第45代会長を賜り
ました嶋です。これからの1年間、菊池幹事共々精
一杯頑張る所存ですので、どうかよろしくお願いい
たします。
約2年半、3代に渡ってコロナ禍で苦労したロータ
リー活動を振り返ってみたいと思います。
中島、金子年度ではまず、2020年2月3日、ダイヤ
モンド・プリンセス号　横浜港に停泊。この時期か
らコロナウイルス感染症が始まりました。早速3月
10日から6月16日まで休会となり、お花見例会、家

族感謝会が中止となりました。
続いて赤本、平岡年度においては1月12日〜2月
9日まで休会となりましたが、新たな試みとして
Zoomによるハイブリッド開催が開始されました。
各種親睦活動、奉仕活動が軒並み中止となりました。
古澤、山口年度においても苦労は続き、開催でき

た例会は48回中30回でした。親睦活動、奉仕活動も
中止を余儀なくされましたが、後半になり落ち着いて
きたので年末家族会、家族感謝会が実施できました。
そして今年度です。2022〜23年度RI	会長ジェニ

ファー・ジョーンズ氏のテーマは「イマジン　ロー
タリー」です。「想像してください、私たちがベス
トを尽くせる世界を、私たちは毎朝目覚めるとき、
その世界に変化をもたらせると知っています」。
「昨日のことをイマジン（想像）する人はいませ
ん。それは未来を描くことです」という意味ではな
いかと私は解釈しています。
次に第2590地区志村雄治ガバナーによる地区方針
は「ロータリーの再生」―新たな挑戦―とし9項目
の地区方針を揚げました。
1.		魅力あるクラブ創りに向けて、新たな挑戦をしま
しょう。
2.	会員基盤の拡大・強化に挑戦しましょう。
3.		青少年奉仕活動の充実に向けて新たな挑戦をしま
しょう。
4.		各クラブにあった新しい奉仕プロジェクトに挑戦
しましょう。
5.		ロータリー財団と米山記念奨学事業に対するご理
解と寄付に協力をお願いします。
6.	ロータリーの公共イメージ向上を図りましょう。
7.		会員交流会（新会員交流会・職業交流会）に参加し
ましょう。
8.	マイロータリーに登録しましょう。
9.		2022〜2023年度ロータリー賞（ロータリークラブ
対象）に挑戦しましょう。
この中で挑戦という言葉を4項目で謳っています。
こうした地区方針を受けて川崎百合丘ロータリー
クラブのテーマを「WITHコロナ〜甦れロータリー」
―元に戻す。その上で新たな挑戦―
としました。
今コロナ感染の終息は見えてきません。これから
はコロナ感染と向き合って活動していかなければな
りません。この2年半近く百合丘ロータリーは大幅
な活動制限を強いられました。今年度はコロナ禍前
のロータリー活動に戻すことを目標としていきたい

今回

ニコニコ
財団
ベネファクター
米山

	 34件	 59,358円	 34件	 59,358円
	 3件	 71,000円	 3件	 71,000円
	 0件	 0円	 0件	 0円
	 0件	 0円	 0件	 0円

累計

本日のプログラム

会員 出席 欠席 メーク

第2068回	 44	 39	 5	 	 88.64%
第2067回	 44	 44	 0	 	 100%

出席率



と思います。その根幹となるのは親睦、奉仕、そし
て増強です。ロータリークラブは魅力がなければ存
続できない。その根幹となるのが親睦であり、奉仕
です。また、クラブの基盤となるのは増強です。
また、今年度はクラブ創立45年となります。この
45周年記念をいかにするかも考えていかなければな
りません。そのうえで4つの重点目標を定めました。
1.	コロナ感染予防を行いながらのオンラインを含め
　た例会運営
（1）	WITHコロナにおける安全・安心な例会を心

掛ける
	 	 ・オンライン例会も考慮
（2）	楽しく・為になる例会運営
	 	 ・卓話の充実　卓話バンクの活用
	 	 ・夜間（移動）例会　6〜7回開催予定
2.	ロータリー活動の根幹である「親睦活動」の充実
	 ・8月　　納涼会
	 ・12月　	年末親睦家族会
	 ・1月　　新年会
	 ・4月　　お花見例会
	 ・5月　　45周年・家族感謝会
	 ・6月　　会長・幹事ご苦労様会
これらの親睦活動がしっかり開催できるようにし
たいと思っております。

3.	持続可能な多様性のある「社会奉仕活動」
	 ・	桐光学園インターアクトクラブ共同のあしな　
が募金活動

	 ・新百合ヶ丘駅周辺の清掃活動
	 ・昭和音楽大学バザーへの参加
	 ・麻生区学童軟式野球リーグ大会共催
	 ・青色パトロールの検討
	 ・45周年記念事業の検討
4.		会員基盤の拡大に向けての会員増強、並びに退会
防止
	 ・目標43名→46名　純増3名が目標です。
古澤前会長のご尽力により本日1名入会して頂き
ました。
	 ・二世会員入会の検討
	 ・幅広い職業分類の入会促進
	 ・ロータリー研修の実行
ロータリー研修は退会防止のために開催したいと
思います。
このような４つの政策をしっかり実行しながら頑
張っていきたいと思いますので1年間どうぞよろし
くお願いします。
ご清聴ありがとうございました。

＜点鐘＞　	 嶋会長


