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（火） 9/46回

＜点鐘＞ 
小塚会長
＜ソング＞ 君が代 奉仕の理想
＜祝い事＞ 
中島眞一親睦委員長

会員誕生 安
 藤亨会員、北島会員、古澤会員、
井上勇会員、中島眞一会員
配偶者誕生 大西会員のご主人様
会員入会 安藤亨会員、鈴木文夫会員、内藤会員、
井上勇会員、菅会員、吉田会員、嶋会員
ガバナー公式訪問後、大矢会員の院展に参加したい
と思います。皆様のご参加をお願いいたします。
＜会長報告＞ 
小塚会長
先に、理事会報告です。
・川崎麻生RC納涼会に碓井会員が参加しました。
・川 崎麻生RC 尾作会員のお母様が亡くなられ、
中村幹事にお通夜に出席してもらいました。
・吉田会員の退会届けを受理いたしました。
・麻生観光協会より協賛金の依頼があり、年次会費
5,000円とは別に10,000円拠出することが承認され
ました。
・安藤亨前会長に指名委員長を依頼し、指名委員会
を立ち上げて、来月公表いたします。
・職場訪問会費について、クラブの会費の負担が大
きくなっていることから、3,000円→5,000円にす
ることで承認されました。
・奨学生募集の件、今年度は対象がありませんが、
当クラブではいつでも受け入れる体制にあるとい
う意思表示をホームページ等でしていく方向で
す。
・市内美化活動について、当クラブでは9/25（水）実
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施に決定いたしました。
・Kirara@しんゆり2013協賛について 30,000円の
拠出が承認されました。
・第1例会着席について テーブルを替えて雑談し、
日頃の情報を交換していただければと思います。
以下、会長報告です
1. 米山カウンセラー研修会開催のご案内
9/26（木） 15：00～17：00   メモワールプラザソシ
ア21 4F 今年度は参加いたしません。
2.	2014〜15年度 ロータリー財団 グローバル奨学
生募集について
3.	2014〜15年度 ロータリー青少年交換学生募集の
案内
4.	地区R情報・広報・IT委員会よりプレスリリース
の書式送付
5.	ロータリー囲碁同好会より 第12回ロータリー全
国囲碁大会の案内
11/2（土） 9：30 登録受付 日本棋院会館
6.	川 崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしんゆり）
2014  第1回実行委員会開催について
9/26（木） 18：00〜 昭和音楽大学南校舎1F
第1会議室 会長が参加いたします。
7.	第34回市内統一美化活動の実施について
9/25（水） 実施
8. ロータリー日韓親善会議のご案内
9. 2013〜14年度「アクトの日」開催の案内
9/15（日） 12：00 登録開始
Ⅰ部 新横浜ホール Ⅱ部 新横浜駅周辺 Ⅲ部
柚子のしずく 9/9
（月） 登録締切 参加しません

職業奉仕委員会、R財団の各委員長

米山関係者

※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。

＜幹事報告＞ 
中村幹事
＊文書着 川崎北RC 川崎南RC
＊その他
・次週はガバナー公式訪問です。皆様の出席、バッ
ジ着用のご協力をお願いいたします。
＜ニコニコ委員会＞ 
結城委員長
小塚会長→
「第1例会の指定席決定システムが古澤
会員の手で完成しました。まだまだ暑さが続きます
が体調管理をしっかり行って乗り切りましょう」。
中村幹事→
「先週はクラブ協議会にご協力、ご参加
いただきありがとうございました。来週はガバナー
公式訪問ですのでよろしくお願いいたします」。浅
沼会員→
「妻の誕生日にお祝いいただき、ありがと
うございました」。以下、感謝をこめてニコニコへ。
阿久澤会員、
安藤亨会員、安藤志子会員、井上久会員、
鴨志田会員、北島会員、小島会員、内藤会員、中島
健児会員、中島眞一会員、野島会員、尾崎会員、佐
藤会員、関山会員、嶋会員、鈴木文夫会員、玉井会
員、靏丸会員、碓井会員、渡邊会員、山口会員、山
内会員、結城会員。
＜出席委員会＞ 

安藤志子委員長
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本日のプログラム
＜米山奨学委員会＞ 
赤本委員長
8/20
（火）
米山奨学委員長会議の報告をいたします。
大須賀常務理事より7つの目標の話がありました。
1.寄付増進 2.目的・意義の周知徹底、理解促進
3.カウンセラー制度の充実 4.ホームカミング制度
の推進5.学友会の設立（ネパール学友会設立が5つ
目） 6.内外への広報の強化 7.ロータリー日本100
年史編纂への協力。
倉知奨学委員長より、事業推進を図るために紹介
DVDの活用、また10月の卓話で事業の説明を勧め
るようにとのことです。
斉藤選考委員長からは、奨学生の選考方法につい
て話があり2014年は30名の採用を考えています、と
のことです。
高橋奨学金増進委員長からは、寄付増進と米山月
間の有効活用のお願いがありました寄付金が多け
れば奨学生の割当
数が増え、海外と
の架け橋が増える
と の こ と 会 員100
％の寄付を目指し
て、 普 通5,000円、
特別20,000円、1人
合 計25,000円 が 目
標です。

＜ロータリー財団＞
野島委員長
安藤亨会員→
「これからもよろしくお願いします。
入会祝いに感謝して」。井上久会員→「妻の誕生日に
お花をありがとうございました」。嶋会員→「入会7
年目です。よろしくお願いいたします」。内藤会員
→
「入会祝いありがとうございます」。小島会員から
もいただきました。

＜青少年奉仕委員会＞
嶋委員長
市川ガバナーからはRIの重点事業について、また
斎藤ポストガバナーからは、61クラブ中25クラブが
提唱クラブとまだ少ないので増やして欲しいと、お
話がありました。昨年は、ローターアクト→2クラブ、
インターアクト→1クラブです。
地区野口青少年奉仕委員長からは、4委員会の常設
プログラムを相互に関係するクロスプロモーション
として、垣根を取り払って効果の大きいリーダーシ
ップの養成、合流するプログラムの推奨の話があり
ました。今後の予定としては
9/7（土） 交換学生帰国報告会
9/15（日） アクトの日
2/15（土）
・16（日） RYLA開催
3/29（土） インターアクト年次総会 となっており
ます。

＜米山奨学委員会＞ 
赤本委員長
安藤亨会員→
「誕生祝いに感謝して」。中島眞一会
員→
「誕生日プレゼントありがとうございます」大西
会員、北島会員、鈴木文夫会員、古澤会員からもい
ただきました。

インターアクトは19クラブあり、21RCの支援受
け、約470名、当クラブは30名在籍しています。青
少年活動は現在8名送り出して、8名受け入れていま
す。当クラブではインターネット等で募集をかけて
おります。

＜ニコニコ・財団・米山委員会＞
今回
ニコニコ
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