
 
  

 
 
 

 

【会長テーマ】 ： 健 康 で 明 る い 環 境 を つ く ろ う                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

例 会 報 告 
 開会点鐘  金子 利昭 会長 

 司  会  貝田 充 SAA 

 合  唱  「それでこそロータリー」 

 お客様紹介  清水 専吉親睦活動委員 

 

今後のプログラム予定 
9月 プログラム名 

 第 1例会 9月 1日 

会員お祝い 

米山奨学金授与 

李 香福さん 

卓話 内藤 幸彦会員 

理事・役員会 

 第 2例会 9月 8日 

卓話 地区拡大・増強委員 

細山 勝三郎会員 

クラブ協議会② 

 第 3例会 9月 15日 

髙木クラブ研修リーダー 

ショートスピーチ 

情報集会報告 

      9月 22日 休会 

 第 4例会 9月 29日 

卓話 
第2590地区2015-16年度
地区広報委員長 
石井 富雄様 

（横浜戸塚ＲＣ） 

出 席 報 告 廣山宗一出席委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

43名 32名 

11名 

対象外 

（7） 

88.89% 

欠 11名 

対象外 

（9） 

MU2名 94.12% 

【本日の欠席者】 

市川 宏 会員  三木 治一会員  小林 敏伸会員 

小島 満 会員  長谷川俊雄会員  井上 光明会員 

小島 徹 会員  小丸日出夫会員  髙木 洋一会員 

宇田 章二会員  中田 泰光会員 

ニコニココーナー 
第 2590地区 地区拡大・増強委員長（横浜西ＲＣ） 

谷川 公一様：本日は卓話でお伺いいたしました。どう

ぞロータリーの寛容の精神で話を聞いてい

ただけますようよろしくお願いいたします。 

金子 利昭会員：第 2590 地区 拡大・増強（横浜

ゲスト 
谷川 公一様 
(横浜西ＲＣ) 

第 2590地区 
2015-16年度地区拡大・増強委員長 
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西ＲＣ）谷川公一様、本日の卓話よろ

しくお願いいたします。また先日 8/23

鈴虫祭りへの皆様より集めた協賛金（6

万円）を届けに行って参りました。ご協
力ありがとうございました。 

叶野 聡 会員：地区拡大・増強委員長 谷川公一様お

忙しい中、お出で頂きありがとうございま

す。卓話よろしくお願い申し上げます。 

堀一 慶明会員：本日は拡大・増強月間の卓話にお忙し

い中ありがとうございます。よろしくお願

いいたします。 

小山 政吉会員：地区拡大・増強委員長 谷川公一様卓

話楽しみにしております。本日もよろしく

お願いいたします。 

伊藤 文治会員：ご多忙の中、地区拡大・増強委員長の

谷川公一様には、卓話をいただきありがと

うございます。 

内藤 幸彦会員：8 月上旬、東北の旅は鹿島義久会員と

小丸日出夫会員には大変お世話になりまし

た。30年間のペンション経営には、敬服い

たしました。とても美味しい旅行となりま

した。 

中山 武夫会員：谷川公一様、地区・拡大増強卓話ご苦

労様です。 

冨岡 昭一会員：谷川公一地区拡大・増強委員長、本日

の卓話よろしくお願いいたします。 

川口 禮敬会員：谷川公一様、卓話ありがとうございま

す。拝聴させていただきます。 

渡邉 新治会員：谷川様よろしくお願いいたします。本

日もよろしくお願いいたします。 

柾木 國義会員：谷川様、本日は卓話よろしくお願いい

たします。 

田邉 進 会員：本日は、拡大増強のお話よろしくお願

いいたします。 

長戸 隆彦会員：地区拡大・増強委員長 谷川様卓話謹

んで拝聴します。 

 

 

 

会 長 報 告 金子利昭会長 

１． ロータリーの友事務所より「ロータリーの友」

表紙写真 再募集のご依頼が届いて 

おります。応募要項につきましては回覧いた

します。 

応募〆切：10月 10日（土）お一人 3点迄 

 

２． 地区よりクラブ社会奉仕委員長会議の開催の

ご案内が届いております。 

日 時：9月 28日（月） 15：00～17：00 

場 所：メモワールプラザ ソシア 21 4Ｆ

「ザ・ウイング」 

 

３． 地区より2014-15年度派遣学生帰国報告会の

開催のご案内が届いております。 

日 時：9月 5日（土） 

場 所：サンピアンかわさき 第 3会議室 

 

４． 米山梅吉記念館 館報 秋第26号が届いてお

ります。秋季例祭のご案内も同封されて 

ましたので回覧いたします。 

 

５． 横浜東ローターアクトクラブより例会のご案

内が届いております。 

日 時：8月 29日（土）14：15～15：45 

場 所：捜真女学校（神奈川区中丸 8番地） 

詳細は回覧いたしますので、登録を希望され

る方は 8/26（水）迄に事務局まで 

お願いします。 

 

６． 地区より 2015-16年度地区大会記念「ポリオ

撲滅チャリティーディナーパーティー」の 

ご案内が届いております。 

日 時：10月 26日（月） 18：00開宴（受

付 17：00～） 

場 所：横浜ロイヤルパークホテル 3Ｆ「鳳

翔（ほうしょう）」 

詳細は回覧いたしますので、参加を希望され

る方は申込書に（9/11〆切）ご記入願います。 

合計 14件   18,000円 
累計 159件   215,000円 



また、協賛金のお願いも届いておりますので、併せて回

覧いたします。 

幹 事 報 告 叶野聡幹事 

１． 例会変更 

新川崎 9月 2日（水）親睦納涼会による 

     夜間移動例会 

     点鐘 18：00 

 ＊通常昼例会ですので 12：00～12：30 

  川崎日航ホテル 7Ｆにてメーキャップ受付 

  ございます。 

    9月 23日（水）休会 

    9月 30日（水）休会 

横浜あざみ 9月 9日（水）合同例会 

     （川崎北ＲＣ） 

     点鐘 12：30 

例会場クイーン・アリス ガーデンテラス日吉 

 

２． 2015-16年度活動計画書受理 

川崎大師ＲＣ 事務局にて保管しております。 

 

卓 話：会員拡大増強を考える  

第２５９０地区・拡大増強委員長 谷川公一さま 

 
 【ロータリーメンバーの拡大増強についていくつもの

提案をする谷川公一さま】 

Ⅰ 2015-16年度国際ﾛｰﾀﾘｰ２５９０地区 拡大増強委員会 委員長

氏名 谷川 公一 タニカワ コウイチ タニガワではない

昭和40年10月7日生まれ 天秤座 Ａ型
入会年度 2007年1月入会

クラブ役職歴

2010-11年度 副幹事 新会員委員会 委員長〔兼務）
2011-12年度 プログラム委員長
2012-13年度 幹事
2014-15年度 会計、副幹事 後期 幹事
2015-16年度 会計

地区役職歴

2009-12年度 地区ローターアクト委員会 委員
2013-14年度 地区ローターアクト委員会 委員
2015-16年度 地区 拡大増強委員会 委員長

趣味 棒を振ること 〔ゴルフ、釣り）

 
 【卓話者・略歴】 

 何と祖父の代から三代目のロータリアンとのことです。 

 

 
 【ロータリーの会員数】  

＜実は２０１４年度以降、増加傾向にあるようです＞ 

 ～ 当地区は残念ながら減少が続いています ～ 

 

 
【拡大増強の必要性】 

クラブの活性化に加えて、新会員が新会員を呼ぶとい

う良い連鎖が始まることに！ 



 
【退会防止】 

退会の防止に向けて、新入会員への会員教育の重要性

などの重要性が指摘されました。 

 

 
【まとめ】 

あなたは以下の質問のうち、いくつにＹＥＳと回答

出来ますか？ 

・ あなたは例会が楽しみですか？ 

・ あなたは，自分の職業の理解に努めていますか？ 

・ あなたは、クラブを自慢できますか？ 

・ あなたはクラブまたその活動をご家族に理解して頂

いていますか？ 

・ あなたは、親愛なるメンバーに何でも相談できます

か？ 

・ あなたは、誇りに思える地域活動をなさっています

か？ 

→ これら全てにＹＥＳと回答できる魅力的なクラブで

あれば会員増強は容易に出来るはずです！ 


