
 

 

 

 

 

 

 

【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  「我らの生業」 

 お客様紹介  金子 利昭親睦副委員長 

今後のプログラム予定 

2 月 プログラム名 

第 3 例会 2 月 20 日 
卓話  萩原ひとみ会員 

「中原街道・二カ領用水・小杉

今昔」 

第 4 例会 2 月 27 日 IM エポックなかはら 

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 

44 名 32 名 

12 名 

対象外 

（6） 

84.21％ 

欠 13 名 

対象外 

（7） 

MU0 名 83.78% 

【本日の欠席者】 三木 治一会員  宇田 章二会員  

小林 敏伸会員  清水 専吉会員  松井 孝至会員  

井上 光明会員  市川 宏 会員  朝倉 和信会員 

柾木 國義会員  渡邉 新治会員  鹿島 義久会員  

大友 徹 会員 

ニコニココーナー  原 敏之（補）SAA 

拡大増強・委員会：日頃より内藤ガバナー補佐・細山地

区拡大・増強委員にはお世話になっており

ます。本日は、当委員会より 7 名でお伺い

いたしました。宜しくお願い申し上げます。 

小丸 日出夫会長：第 2590 地区拡大・増強委員長樋口

明様並びに拡大・増強委員の皆様、本日は

ゲストスピーカー 
樋口 明 様 

第 2590 地区 2017-18 年度 
拡大・増強委員長（神奈川ＲＣ） 

ゲスト 
戸川 俊雄 様  

第 2590 地区 2017-18 年度 
拡大・増強副委員長（川崎北ＲＣ） 

ゲスト 
山野 英二 様 

第 2590 地区 2017-18 年度 
拡大・増強委員（川崎幸ＲＣ） 

ゲスト 
河口 武生 様 

第 2590 地区 2017-18 年度 
拡大・増強委員（川崎ﾏﾘｰﾝＲＣ） 

ゲスト 
菅原 祐一 様 

第 2590 地区 2017-18 年度 
拡大・増強委員（横浜日吉ＲＣ） 

ゲスト 
柴田 健 様 

第 2590 地区 2017-18 年度 
拡大・増強委員（横浜中ＲＣ） 

ゲスト 
山口 純一郎 様 

第 2590 地区 2017-18 年度 
拡大・増強委員（横浜戸塚ＲＣ） 
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当クラブにお出で頂き誠にありがとうござ

います。今年度の増強も思い通り行かなく

て大変苦労致しております。本日のお話を

拝聴いたしまして、心を新たにして増強に

取り組んで行きますのでよろしくお願い致

します。 

内藤 幸彦ガバナー補佐：地区マラソン大会では小丸会

長お手伝いご苦労様でした。また今日は地

区増強委員長樋口様と委員さん、他地区増

強の模範例とか良いアイディアを皆様と共

有したいと思います。よろしくお願い申し

上げます。 

伊藤 文治会員：樋口明様、ご多忙の中卓話にお出で頂

きありがとうございます。 

川口 禮敬会員：樋口明様卓話ありがとうございます。

拝聴させて頂きます。 

小島 徹会員： 地区拡大・増強委員長樋口様お忙しい中、

卓話ありがとうございます。 

冨岡 昭一会員：第 2590 地区拡大・増強委員会樋口明

委員長、本日の卓話よろしくお願いします。 

細山 勝三郎会員：樋口拡大・増強委員の皆様、本日は

ありがとうございます。 

合計   8 件   23,000 円 

累計  444 件   562,000 円 

会 長 報 告 小丸 日出夫会長 

1.川崎市血液対策協議会より第 47 回川崎市血液対策事 

 業推進功労者（団体）として当クラブが表彰されまし 

 た。1/25 に小丸会長が代表として出席されました。（川 

 崎市役所於）表彰状は回覧いたします。 

2.地区より 2018-19 年度「地区補助金プロジェクト」募 

 集開始のお知らせが届いております。詳細は回覧いた 

 します。 

3.川崎百合丘ロータリークラブより第 50 回インターア 

 クト年次大会の報告書が届いております。ご高覧を希 

 望の方は事務局までお申し出ください。 

4.当クラブよりインド・ポリオに対し寄付（5 万円）を 

し、感謝状を受け取りました。 

（内藤ガバナー補佐が 1 月に渡印されました） 

5.地区より 2018-19 年度地区副委員長・委員、ご委嘱の 

 お知らせが届いております。以下の方が委嘱さました。 

・内藤 幸彦会員   国際奉仕副委員長 

・細山 勝三郎会員  拡大・増強委員 

・小丸 日出夫会員  クラブ奉仕委員 

幹 事 報 告 髙木 洋一幹事 

1.例会変更 

 川崎大師  2 月 21 日（水）→24 日（土）に変更 

 点鐘 17：30「創立 45 周年記念式典」祝宴 19：15～ 

       ホテルニューグランド ペリー来航の間 

2 月 28 日（水）→27 日（火）に変更登録開始 13：00 

            第 1・2・3 グループ合同 IM  

         エポックなかはら 3F 大ホール 

    ※2/21・28 メーキャップデスクございます。 

   川崎大師平間寺信徒会館 1F 12：00～12：30 

川崎鷺沼  2 月 7 日（水）→6 日（火）移動例会 

点鐘 18：30 精養軒 2 グループ 6RC 合同親睦例会 

2 月 14 日（水） 通常例会 点鐘 12：30 

2 月 28 日（水）→27 日（火）に変更 合同 IM 参加 

3 月 7 日（水）  移動例会（3/7～9）台湾 

           台北市内 RC 訪問・親睦旅行 

川崎    3 月 29 日（木） 休会 

2.会報受理  新川崎 RC 回覧いたします。 

3.本日例会終了後、理事役員会を開催いたします。関係 

 各位のご出席をお願いいたします。 

お 祝 い ご と 

入会記念日 
松井 孝至会員  

 

会員誕生日 

髙木 洋一会員 

白井 正男会員 

小泉 繁勝会員 

貝田 充 会員 

松井 孝至会員 



 

結婚記念日 

伊藤 稔 会員 

長谷山尚城会員 

朝倉 和信会員 

 

配偶者誕生日 

中山 武夫 会員 英子様 

川口 禮敬会員 喜久江様 

貝田 充 会員 節子様 

A HAPPY BIRTHDAY 

 

白井正男会員 貝田 充会員 髙木洋一会員 小泉繁勝会員 

卓話 

 

樋口 明地区増強委員長 

第 2590 地区拡大・増強委員会 

委員長 樋口 明様（神奈川 RC）略歴 

１９９９年７月、神奈川ロータリークラブ入会 

２００９−１０年度 地区インターアクト委員長 

２０１１−１２年度 地区新世代奉仕（現青少年奉仕）

委員長 

２０１２−１３年度 同上 留任 

２０１４−１５年度 神奈川ロータリークラブ会長 

２０１６−１７年度 第４グループガバナー補佐 

２０１７−１８年度 地区拡大・増強委員長 

ー会員増強のための How to― 
 

「1 年間で 51 名を増強した高崎 RC」、「７年間で会員数

を３倍にした大宮西 RC」の事例 

 

<アプローチ> 

１． なぜ、あなたはロータリーに入ったのですか？ 

その理由を思い出してみましょう。 

 

２． 自己分析とクラブの分析 

Ⅰ．自分はクラブの中でどのように思われてい

るか？ 

Ⅱ．クラブの強み、弱み等 

 

３． 問題点と改善点を本気で話し合いましょう！ 

Ⅰ．会員増強は、自クラブの問題点を洗い出し、

改善することから始まります。 

まずは、クラブ内で会長を中心にクラブの

「問題点」と「改善点」を本気で話し合いま 

しょう。過去にとらわれず、一度リセット

することが必要なのでは？ 

 

４． 破壊と創造の覚悟 

Ⅰ．「これまでが、これからを決める。」のではな

く、「これからが、これまでを決める。」の精

神です。歴史や伝統にとらわれない、若い人

を中心とした進取の気持ちで臨むことです。 

 

５．   新会員が増えることは、クラブにとってその周

辺の人脈を手に入れることができるということ 

 

<具体例> 
１． 例会の工夫 

実施して良かったと思われること 

Ⅰ．例会の着席場所を毎週抽選にしたこと 

 古参会員と新会員の混在。 自然に会話が弾む。 

Ⅱ．点鐘前に握手タイムを設けたこと 

  初めての人との肌を接しての交流 

Ⅲ．趣味の同じ者が集う部活（同好会）を創設 

  自分の身の置き場を！ 

 

２．持ち歩く三種の神器 

入会の気配がある人に考える時間を与えない。 

すぐ、カバンから取り出せるように！ 

Ⅰ．クラブの略歴書 

Ⅱ．被推薦者経歴書（入会申込書） 

Ⅲ．ロータリーとは？の解説文書―「ロータリー



の友」のページ 

 

３．毎月開催した会員増強会議 

時間と労力は当然かかります。１年間は覚悟の

上・・。 

Ⅰ．クラブ内の人脈豊富な若手を会議のメンバー

として人選。 

Ⅱ．各人が入会の可能性のある候補者（女性？国

籍？関係なし）をリストアップ。 

Ⅲ．その場で電話攻勢。 訪問アポを取る。（出

来たら翌日に） 

Ⅳ．翌日、戸別訪問。入会契約完了。 

Ⅴ．時間を与えると断られる可能性が高まります。 

４．会長の本気度を示そう 

会長が「増強」に本気であることを示すために。 

Ⅰ．毎回の例会、会合にて常に増強の話しをする。 

Ⅱ．一、二度断られた人へのアプローチを何度も 

実施する。 

Ⅲ．常に数値目標を言う。 絶対に１００人超 

るぞ！ 

 

Ⅳ．「誰かいないか？」を口癖にする。 

Ⅴ．決して凹まない、長い目で見れば全員を落と

す自信。 

Ⅵ．入会を渋る人へは、会長か幹事が付き添って

説明、攻略。 

Ⅶ．クラブ内の抵抗勢力に抗う勇気。 会長が悪

者に。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．ビジネスをタブー視しない 

 

Ⅰ．会員間の事業増による利益の増大を図ること

を容認。 

Ⅱ．ビジネスをやるには仲間が必要ではないか！

と勧誘。 

Ⅲ．会員間による相互取引推奨。 

 

６． ３０代～４０代をターゲットに 

Ⅰ．新しい発想の奉仕活動 

 

Ⅱ．新会員が仲間を誘う。正のスパイラル。 

Ⅲ．良好な雰囲気の中、世代交代が進んでいる。

クラブ承継。 

７． 長老に対しては 

Ⅰ．例会に気持ちよく出ていただくための心配り。

増強のノルマは課さない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長・幹事・担当委員長は、「１年間は会員増強に邁進しましょう！」 

 地区拡大増強委員の皆様 

・副委員長  戸川 俊雄様（川崎北 RC） 

  ・委員    山野 英二様（川崎幸 RC） 

  ・委員    河口 武生様（川崎マリーン RC） 

  ・委員    菅原 祐一様（横浜日吉 RC） 

  ・委員    柴田 健様 （横浜中 RC） 

    ・委員    山口 純一様（横浜戸塚 RC） 

 



 

 

 

 


