
 

 

 

 

 

 

 

【会長テーマ】 ：「 経 験 」 を 生 か し て 未 来 へ 「 挑 戦 」              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

     例 会 報 告        

 開会点鐘  小丸日出夫 会長 

 司  会  志村 修司 副 SAA 

 合  唱  「君が代」「奉仕の理想」 

 お客様紹介  大友 徹 親睦活動委員 

今後のプログラム予定 

8月 プログラム名 

第 2例会 8月 8日 

卓話「ガバナー補佐のお話」 

内藤 幸彦ガバナー補佐 

ガバナー公式訪問前のガバナー

補佐とのクラブ協議会② 

     8月 15日 休 会 

第 3例会 8月 22日 

ガバナー公式訪問 

第 2590地区ガバナー 

湯川 孝則様（横浜西 RC） 

「ガバナー公式訪問卓話」 

出 席 報 告 市川 実出席委員長 

会員数 
出席

数 
欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

45名 33名 

12名 

対象外 

（5） 

82.50％ 

欠 9名 

対象外 

（7） 

MU1名 94.74% 

【本日の欠席者】 

三木 治一会員  松田 敏治会員  市川 宏 会員 

内藤 幸彦会員  小島 徹 会員  渡邊 新治会員 

朝倉 和信会員  小林 敏伸会員  井上 裕司会員 

原 敏之 会員  鹿島 義久会員  松井 孝至会員 

ニコニココーナー 柾木 國義 副 SAA 

小丸日出夫会長：①早いもので、今年度も一ヶ月過ぎて

しまいました。勉強不足と不慣れで会員の

皆様には大変ご心配をかけていると思いま

すが、残りの期間一生懸命頑張って参りま

す。②地区拡大増強委員の細山会員の卓話

が楽しみです。先日の「拡大増強委員会」で

の発表で大変好評を得た「増強ノート」を

駆使しての増強実績・増強経過のお話を当

ゲスト 
ｼｽｺ･ﾏｼｭ-･ｼﾞｮｰﾀﾞﾝ･
ﾓﾝｶｰさん 
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クラブにも是非ご披露ください。 

髙木 洋一幹事：会員増強・拡大につき細山委員よろし

くお願い致します。 

冨岡 昭一会員：細山勝三郎会員、卓話ご苦労様です。 

伊藤 文治会員：細山さん、卓話ご苦労様です。 

川口 禮敬会員：細山会員、卓話ご苦労様です。 

細山勝三郎会員：本日は増強卓話させて頂きます。拙い

話となりますがよろしくお聞きください。 

中山 武夫会員：細山会員、会員増強卓話ご苦労様です。 

廣山 宗一会員：細山パスト会長、卓話ご苦労様です。 

長戸 隆彦会員：細山会員、卓話よろしくお願い致しま

す。 

田邉 進会員：本日もよろしく。細山会員の卓話楽しみ

です。 

小泉 繁勝会員：細山会員、拡大めざして一直線で一緒

に頑張りましょう。 

長谷川俊雄会員：細山さん、増強卓話ご苦労様です。拝聴

致します。 

宇田 章二会員：「ロータリーの友」8月号会員増強月間

で、大宮西 RCの 8年間で会員数 3倍にし

た活動が掲載されています。会員増強の参

考に一読お願いします。 

柾木 國義会員：細山パスト会長、卓話ご苦労様です。 

合計   13
件 

  13,000円 

累計   98
件 

  112,000円 

会 長 報 告 小丸 日出夫会長 

1.地区より 2017年 8月のロータリーレートのお知らせ 

 が届いております。 

 2017年 8月 1ドル＝111円 

（※2017年 8月も 1＄＝111円） 

2.地区より 2017年ロータリー米山奨学生・学友夏季レ 

 クリエーションのご案内が届いております。 

 日 時：9月３日（日）AM7：10集合 

 集合場所：横浜駅西口ホテルキャメロットジャパン前 

 行き先：秩父神社～秩父祭り会館見学他 

 詳細は回覧いたします。 

3.2019 年規定審議会「制定案」と 2018 年決議審議会

「決 

 議案」の提出についてのお願いが届いております。 

4.タウンニュース（7/28号）に当クラブの暑中お見舞い 

 のご挨拶が掲載されております。回覧いたします。 

5.先般の卓話者 齋藤 文夫様より卓話のお礼状がとど 

 いております。回覧いたします。 

6.認定 NPO法人かわさき市民アカデミーより講座のご 

 案内が届いております。回覧いたします。冊子に余剰 

 がございますのでご希望の方は、事務局までお申し出 

 願います。 

幹 事 報 告 髙木 洋一幹事 

1.例会変更 

 川崎百合丘 8月 1日（火）移動例会 点鐘 17：00 

            ホテルモリノ新百合ヶ丘 8F 

       納涼会  ホテルモリノ新百合ヶ丘 7F 

               ビアホール 17：30～ 

       8月 15日（火）休会 

  横浜あざみ 8月 9日（水）移動例会 点鐘 12：30 

              あざみ野「四季 花りん」 

        8月 16日（水）休会 

  川崎南   8月 15日（火）休会 

        8月 29日（火）夜間移動例会 

             18：30～ 中華街 萬珍楼 

        9月 19日（火）休会 

       ＊8/29 メーキャップデスクございます。 

  川崎麻生  8月 11日（金） 休会 

        8月 18日（金） 休会 

        8月 25日（金） 移動例会 

        点鐘 17：30 琴平神社にて納涼会 

  川崎中原  8月 17日（木）→8/24（木）に変更 

        点鐘 7：30 早朝例会 ホテル精養軒 

        10月 19日（木）→10/26（木） 

             昼例会に変更 点鐘 12：30 



          ガバナー公式訪問 ホテル精養軒 

  川崎とどろき  8月 14日（月）  休会 

 横浜西   8月 16日（水）  休会 

2.本日「会員満足度調査シート」をポスティングいたし 

 ました。ご記入の上、本日または来週の例会中にご持 

 参願います。（提出先：幹事まで） 

3.2017-18年度活動計画書受領 

 川崎大師 RC 川崎宮前 RC 事務局にて保管しており 

 ます。 

4.会報受領 川崎中原 RC 川崎宮前 RC 回覧いたしま

す。 

5.次週 8/8は例会終了後、クラブ協議会（ガバナー補佐 

 出席）を開催いたします。 

6.本日例会終了後、理事役員会を開催いたします。 

7.ガバナー事務所の夏季休暇のお知らせ 

 ・8/14（月）～16（水） 

お 祝 い ご と 

入会記念日 
朝山 秀男会員   井上 光明会員 

伊藤 文治会員    三木 治一会員 

中山 武夫会員   髙木 洋一会員 

井上 裕司会員 

会員誕生日 

中山 武夫会員   川口 禮敬会員 

朝倉 和信会員 

 

配偶者誕生日 

細山勝三郎会員 紀江様 

原 敏之 会員 千世様 

長戸 隆彦会員 絵美様 

 

 

 

 

 

米山奨学金授与 

    ｼｽｺ･ﾏｼｭｰ･ｼﾞｮｰﾀﾞﾝ･ﾓﾝｶｰさん 

 

卓   話       

演 題 

  「会員増強・拡大について」 

 地区拡大・増強委員会 

         細山 勝三郎委員 

 

会員増強の目的 

一人でも多くの方に、「奉仕の理念」を知っても

らうため、又 

きめ細かい奉仕活動を行うために、多様性のある

友人を作り豊かな 

友情と親睦を図るため是非増強は、必要である。 

地区のビジョンとして、5 年間で 2500 名の会員

数を目指している。 



 

クラブの奉仕活動 

その為には、クラブの実際の奉仕活動はどうなっ

ているのか 

常に棚卸しをしてみる事が大事ではないか。 

職業分類  

多様性のある友人を作り豊かな友情と親睦をは

かる 

自分のクラブの職業分類の傾向 

自分のクラブにはどのような職種が欲しいか 

変化多様性 

2016 年度における規定審議会での項目で本年す

でに様々なクラブが実践をしています。 

増強委員会 

全ての委員会との関連性がある委員会である 

社会奉仕委員会 研修委員会 広報委員会. 

プログラム委員会 

 

 

増強ノート 

 

 

規定審議会の抜粋 

 

 

 

職業分類グラフ 

 

東京御苑ロータリークラブロータリーソング 

クラブ増強を目的として、お互い親睦をめ 

て クラブライフを楽しみましょう 

45周年記念を楽しく行い 

我がクラブの歴史に誇りを持とう 
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2016年規定審議会で増強・拡大に
影響を及ぼす項目

・クラブ入会金を廃⽌するの件

・クラブ例会を少なくとも月2回と定める件

・直接あるいはオンラインの両方による例会出席を認める、出席規定改定

・会員⾝分の柔軟性を認める

・ローターアクターが正会員となることを認める

・従来型クラブとEクラブの区別をなくす

各クラブでの検討・協議により 定款・細則の変更

• Rotary International Convention（アトランタ）

•クラブを存続する 会員増強

•① きめ細かい価値ある奉仕活動を行う 奉仕の理想

•② 多様性のある友人を作る 職業分類

会員増強の目的

•奉仕活動の仲間ずくり

•楽しんで奉仕活動をできる人探し

•１１２年間経験のあるロータリークラブの持続性

不動産業・物品賃貸業
30.95%

建設業

16.67% 

医療・福祉
9.52%

卸売業・小売業
7.14%

宿泊業・飲食サービス業
7.14%

製造業

7.14% 

生活関連サービス業・娯楽業
4.76%

金融業・保険業
4.76%

農業林業

2.38% 

運輸業・郵便業
2.38%

教育・学習支援業

2.38%

サービス業（他に分類されないもの）
2.38%

学術研究・専門・技術

サービス業

2.38%

漁業

0.00% 
電気・ガス・熱供給・水道業

0.00%

情報通信業

0.00% 
複合サービス事業

0.00%0.00% 
鉱業、採石業、砂利採取業

0.00%

クラブ職業分類グラフ

不動産業・物品賃貸業

建設業

医療・福祉

卸売業・小売業

宿泊業・飲食サービス業

製造業

生活関連サービス業・娯楽業

金融業・保険業

農業林業

運輸業・郵便業

教育・学習支援業

サービス業（他に分類されないもの）

学術研究・専門・技術サービス業

漁業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

複合サービス事業

鉱業、採石業、砂利採取業

RC

番号 中分類 職種

1農業・林業 14

2鉱業・採石業・砂利採取業 1

3建設業 120

4製造業 183

5電気・ガス・熱供給・水道業 20

6情報通信業 49

7運輸業・郵便業 56

8卸売業・小売業 260

9金融業・保険業 55

10不動産業・物品賃貸業 58

11学術研究・専門・技術サービス業 103

12宿泊業・飲食サービス業 20

13生活関連サービス業・娯楽業 6

14教育・学習支援業 38

15医療・福祉 84

16複合サービス事業 8

17サービス業（他に分類されないもの） 81


