
 

 

 

 

 

 

 

【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  井上 裕司 SAA 

 合  唱  「君が代」「奉仕の理想」 

 お客様紹介  上原 伸一親睦活動委員長 

今後のプログラム予定 

9月 プログラム名 

第２例会 9月 12日 

記念式典総括リハーサル 

45周年各委員長の報告 

（各委員会より報告） 

     9月 19日 休 会 

第 3例会 9月 26日 

記念式典 

総括リハーサル 

米山奨学金授与式 

ｼｽｺ･ﾏｼｭ-・ｼﾞｮｰﾀﾞﾝ･ﾓﾝｶ-さん 

45周年実行委員長 

川口委員長 

「45周年行事について」 

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 34名 

11名 

対象外 

（6） 

87.18％ 

欠 6名 

対象外 

（4） 

MU0名 95.12% 

【本日の欠席者】 三木 治一会員  松田 敏治会員 

小林 敏伸会員  大牟田 淳会員  大友 徹 会員 

堀一 慶明会員 冨岡 正一会員  金子 利昭会員  

小島 徹 会員  井上 光明会員  宇田 章二会員 

ニコニココーナー 原 敏之 副 SAA 

小丸日出夫会長：・45周年記念行事の「東北支援ツアー」

は、天候にも恵まれ青い海に浮かんだ「金

崋山」の景色がとても印象的でした。小島

会員・宇田会員始め参加者の皆様ご苦労さ

までした。・今回各地域の情報集会に初めて

参加させていただきました。ありがとうご

ざいました。 

内藤 幸彦会員：8/26（土）～27（日）の復興現場視察

旅行、小島徹事業委員長・宇田会員大変お

世話になり、参加の皆様も大変ご苦労様で

した。83名の尊い生命が失われた大川小学

校では言葉もありませんでした。とても残

念なことでした。 
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川口 禮敬会員：①東北支援ツアー参加者の皆様ご苦労

様でした。②過日の下小田中地区情報集会

お世話になりました。 

田邉 進会員：東北支援に参加された皆様ご苦労様でし

た。 

白井 正男会員：①45周年記念行事、東北支援ツアー参

加者の皆さんお世話になりました。②下小

田中情報集会お世話になりました。 

小島 満 会員：①事業委員会、先日の東北支援ツアー

ご苦労様でした。翌々日再度石巻を訪問し、

津波の恐ろしさ心に深く刻みました。②情

報集会、下小田中会員・小丸会長ありがと

うございました。報告させていただきます。 

伊藤 文治会員：三陸支援復興イベント参加された方々

大変ご苦労様でした。 

廣山 宗一会員：先般の東北支援旅行、お世話になりま

した。 

鹿島 義久会員：8/26～26 一泊にて東日本復興支援の

東北には皆様に大変お世話になりました。 

長谷山尚城会員：45周年も近づいてきましたね。総務委

員会は、伊藤稔委員長を中心に頑張ってい

ます。 

渡邊 新治会員：本日もよろしくお願い致します。 

柾木 國義会員：復興支援の東北には大変お世話になり

ました。 

合計   12件   14,000円 

累計  159件   190,000円 

会 長 報 告 小丸 日出夫会長 

1.2017年 9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 9月 1ドル＝109円 

 ＊2017年 8月は 1＄＝111円 

2.地区より地区ロータリー財団セミナー開催のご案内が 

 届いております。 

 日 時：9月 14日（木） 15：00～17：30 

場 所：メモワールプラザソシア 21 4F「ウィング」 

3.地区よりクラブ社会奉仕委員長会議開催のご案内が届 

 いております。 

 日 時：9月 22日（金） 15：00～17：00 

 場 所：メモワールプラザソシア 21 4F「ウィング」 

4.公益財団法人 米山梅吉記念館より賛助会ご入会のお 

 願いおよび秋季例祭のご案内が届いております。詳細は 

 回覧いたします。お申込み希望の方は事務局までご連絡 

 お願いいたします。 

5.地区より 2020-22年度 RI理事指名委員会 委員候補 

 者推薦のお願いが届いております。 

＜RI理事指名委員会委員の資格・条件＞ 

〇選出された時点でパストガバナー 

〇第２ゾーン内のクラブ会員であること 

〇委員を務める前の 3年間（2015-16・2016-17・ 

 017-18年度）に、第 2ゾーンのロータリー研究会に少 

 なくとも 2回、ロータリー国際大会に少なくとも 1回 

 出席していること 

〇2018年 9月 15-30日のいずれかの日に開催される氏 

  名委員会会合への出席に同意すること 

6.地区よりローターアクト主催「アクトの日」開催のご 

 案内が届いております。 

 日 時：9月 10日（日）13：00～16：00 

 場 所：横浜セネックス 大会議室 

 詳細は回覧いたします。 

7.地区より地区大会展示の参加募集のご案内が届いてお 

 ります。 

 テーマ：ロータリークラブの奉仕活動 

展示方法：各クラブの代表的な奉仕活動の写真データを 

          会場内のモニターで放映 

応募方法等の「詳細は回覧いたします。 

幹 事 報 告 髙木 洋一幹事 

1.例会変更 

 川崎とどろき 9月 18日（月） 休会 

 川崎高津南 9月 25日（月） 移動例会 納涼家族会 

       10月 23日（月）→22日（日）に変更 

        少年サッカー大会 



10月 30日（月） 第５週なので例会はありません。 

2.タウンニュースの人物風土記に今年度ガバナー湯川  

 孝則様が掲載されておりました。回覧いたします。 

3.会報受領 新川崎 RC  回覧いたします。 

4.本日例会終了後、理事役員会を開催いたします。 

       A HAPPY BIRTHDAY 

         

    会員誕生日   鹿島 義久会員 

お 祝 い ご と 

入会記念日 
森田 淳会員 

会員誕生日 

鹿島 義久会員 

結婚記念日 

上原 伸一会員 

大牟田 淳会員 

配偶者誕生日 

髙木 洋一会員 臣代様  

内藤 幸彦会員 英子様 

冨岡 正一会員 きよ子様 

 

情報集会報告 

  
    細山情報委員長 

 

大戸Ａ地区情報集会報告 

リ― ダ ―  原 敏之 

サブリーダー 志村修司 

開

開催日時 

平成２９年８月２９日(火) 午後６時から 

開催場所 いさ美寿し 

会  費 ５，０００円 

出 席 者 

 ９名(朝倉・大友・小泉・貝田・金子・志村・

長戸・廣山・原会員) 

(欠席者：朝山・市川実・市川宏・井上・大牟

田・叶野・清水・渡辺会員) 

 

１ 小丸会長に本年度期待すること 

 ・会員増強。特に若い人、女性の会員増強に努

めていただきたい。 

 ・健康に留意され小丸カラーを前面に出し頑張

って頂きたい。 

 ・高木幹事と共にクラブが活発になるような提         
  案を期待します。 

２ 地区補助金は、当クラブではまだ実績はあり

ませんが、どれに使用したら良いのではないか

といった事柄はありますか 

 ・時間的な制限はあるが、いろいろと案を出し

検討を重ね当クラブの実情に合った事に使用

していく。 

 

３ 当クラブの年間の奉仕活動について、是非又

は新たな取り組み 

 ・地区補助金と重なるが、いろいろと案を出し

検討し当クラブの実情にあった奉仕活動を実

施していく。 

 

４ クラブ増強について、入会候補者及び増強ノ

ートについて 

 ・各地区で可能性のある人をあげる。 

 ・諦めないで声をかけていくことが大切である。 

 ・例会の時間帯や会費等、若い人が入りやすい

環境を検討する。 

 

５ 本年度の創立４５周年について 

 ・本番まであとわずかとなりましたが、与えら

れた役割・委員会で頑張っていきたい。 

 

次回：リーダー：  志村会員、 

   サブリーダー：大牟田会員 

 

 
 



大戸Ｂ地区（下小田中）情報集会報告 
開催日 平成２９年８月２２日（火）午後７時 午

後７時  

場所 かしわ会員１２名 出席８名  

出席率６６％  

会費５千円 小丸会長特別参加 

リーダー小島 満  サブリーダー 川口 禮敬 

 

  Ⅰ小丸年度に期待すること 

1.始まったばかりだが、健康に留意して任期を全う

して欲しい。 

2.非常に良いスタートを切った。気楽にやれば良い。

次年度にお荷物を持ちこさないで欲しい。 

3.気楽に物事をとらえればよい。期待している。 

4..熱意があって、前向きな姿勢を感ずる。頑張って

リーダーシップを発揮してほしい。 

5.各階層（熟年・中堅・新人）の会員の経験と挑戦

を引き出して頂くとともに、これらを共有し 

様々な取り組みに挑戦して頂きたい。 

 

  Ⅱ地区補助金の活用について 意見があれ

ば・・・ 

１、自転車安全教室などが良い。（特に子供を絡め

た事業が良い） 

２、補助金の活用そのものを知らなかった。よくよ

く知れば使うのも奉仕、使わないのも奉仕という 

    事の様だ。 

３、とどろきクラブは上手く活用しているようだが、

当クラブでも活用方法を見出すべきだ。 

４、障害者施設の支援を考えるべきだ。 

５、小丸会長は地区補助金に熱心に取り組んでいる

が情報を出して欲しい。次年度に引き継いでも良い。 

   

   Ⅲ川崎中ＲＣの年間の奉仕活動について、是 

非又は新たな取り組み 

１、各種イベントのサポート。 

２、子育て支援 幼児から高校生（具体的には〉 

    虐待児の支援 虐待が酷くて家に帰れな

い 例えばその子達にランドセル等を贈る 

３、身近なところから入れば良い。 

４、エチオピア支援をしたいが目下政情不安で近寄

れない。 

５、災害の被災地支援の継続と 2 0 2 0 オリンピッ

ク・パラリンピックに向けて特に障害者に対する奉

仕活動への取り組みを加えたらどうか。 

 

  Ⅳクラブ増強について、入会候補者または増強

ノートについて 

１、会費も減額され例会も減り入会も誘い易くなっ

た。 

２、名前は出せないが職業分類は畳屋さんの候補が

いる。アタックをする。 

３、女性会員を模索すべき。入会時に情報教育を十

分すべきである。 退会防止になる。 

４、元会員の子息にアタック。 

 

 Ｖ本年度の創立４５周年について 

1、外に向かっては川崎中クラブここにありと言う

象徴。  内に向かっては団結の一言。 

２、４５周年の経験を糧に５０周年に向かって反映

させることが大切。 

 

次回リーダー 川口 礼敬     

サブリーダー 内藤 幸彦 

 

 

今井・住吉地区情報集会報告 
     リーダー 高木洋一 

   サブリーダー 伊藤 稔 

テーマ 1 

1.小丸会長に期待すること 

＊スタートがとても良い 

＊会長は個性的なので面白い行動を期待してい

る。 

＊会友等に積極的に動いてとても良い。 

＊幹事とのコンビとても良い。 

2.地区補助金は川崎中ロータリーはまだ実績は

ありませんが、どれに使用した 

 ら良いのではといった事柄はありませんか？ 

＊補助金テーマをうまくやらなければならない。 

＊補助金今迄なかった。突然やってもどうか？こ

れなら補助金が出るという 

 ことであればいい。いつも考えている中での考

えならばいいが？ 

＊長くクラブとしてやっていかれるもの。 

＊テーマが出て、これなら補助金を申請してみよ

うという考えならばいかが。 

 補助金が先行している。ネタ集めから。 

＊現地に出向いたりしなければだめ。 

  次回     リーダー 伊藤 稔 

        サブリーダー 伊藤文治 

 
高木リーダー 原リーダー  小島リーダー 

 

活発な討議ありがとうございました 


