
 

 

 
 

 

 

 

【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  大牟田 淳 親睦活動委員 

（＊お客様はおりませんでした） 

今後のプログラム予定 

6月 プログラム名 

第 2例会 6月 12日 
委員長退任挨拶 

現・次ガバナー補佐訪問 

第３例会 6月 19日 

理事役員退任挨拶 

現のみクラブ協議会⑤ 2F 

（期末報告） 

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 

43名 34名 

9名 

対象外 

（3） 

85％ 

欠 7名 

対象外 

（5） 

MU1名 94.74% 

【本日の欠席者】 三木 治一会員  井上 光明会員 

堀一 慶明会員  森田 淳 会員  廣山 宗一会員 

叶野 聡 会員  松井 孝至会員  内藤 幸彦会員 

渡邉 新治会員 

ニコニココーナー  原 敏之 SAA 

小丸 日出夫会長：多摩川美化運動は好天に恵まれ、川

崎市長始め大勢の方々の参加で大いに盛り

上がりました。当クラブも 16名が参加し

て、皆さんと一緒にゴミ拾いに精を出しま

した。叶野社会奉仕委員長ありがとうござ

いました。 

川口 禮敬会員：情報集会報告リーダーご苦労様です。 

細山勝三郎会員：本年度最後の情報委員会ご苦労様、あ

りがとうございました。 

小島 徹会員：先日の下小田中情報集会お世話になりま

した。鹿島義久リーダー報告よろしく。 

小島 満 会員：小田中 Aグループの情報集会では会員

の皆様お世話になりました。 

白井 正男会員：先日の下小田中地区の情報集会リーダ

ー・サブリーダー・会員の皆さんお世話に

なりました。 
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小泉 繁勝会員：大戸 A地区情報集会叶野リーダー始め

会員の皆様お世話になりました。やはり重

要なことは、会員増強ですので頑張りまし

ょう。 

伊藤 文治会員：今井・木月・井田地区の情報集会には

萩原リーダー大変お世話になりました。 

田邉 進会員：本日もよろしくお願いします。 

鹿島 義久会員：先日は下小田中地区情報集会には多数

の方に出席頂きました。本日は情報集会の

報告をいたします。 

小林 敏伸会員：先週の情報集会では今井・木月・井田

地区の方々にお世話になりありがとうござ

いました。また、多摩川美化活動お疲れ様

でした。 

井上 裕司会員：多摩川美化活動参加された方々お疲れ

様でした。大戸 A地区情報集会叶野エイー

ダーお世話になりました。 

征木 國義会員：情報集会ありがとうございました。 

合計   13件   13,000円 

累計  657件   787,000円 

会 長 報 告 小丸 日出夫会長 

1.地区より 2018年 6月のロータリーレートのお知らせ 

 が届いております。2018年 6月 1ドル＝110円 

 ＊2018年 5月は 1＄＝108円 

2.地区より 2018-19年度「第 48回地区研修・協議会（地 

 区ローターアクト主催）」のご案内が届いております。 

 日 時：6月 17日（日）本大会 13：00～16：45 

 懇親会 17：00～19：00 場 所：ワークピア横浜 

 2階 くじゃく（本大会）・おしどり（懇親会） 

 詳細は回覧いたします。 

3.ハイライトよねやま 218が届いております。回覧いた 

 します。 

幹 事 報 告 髙木 洋一 幹事 

1.例会変更 

 川崎マリーン 6月 14日（木）～15日（金） 

 期末一泊移動例会 点鐘 18：00エクシブ初島クラブ 

＊メークアップデスクございます。 

川崎大師 6月 13日（水）～14日（木）一泊移動例会  

 竜宮城 ホテル三日月 富士見亭 

 千葉県木更津市北浜 1  

 ＊6/13（水）メークアップデスクございます。 

  川崎大師平間寺信徒会館 1階ステンドホール 

  12：00～12：30 

 6月 20日（水）例会場変更  

 川崎大師平間寺信徒会館 2階 大広間 

2.本日例会終了後、現・次合同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 
小林 敏伸会員  柾木 國義会員 

朝倉 和信会員 

 

会員誕生日 

内藤 幸彦会員  原 敏之会員 

小丸日出夫会員 

 

配偶者誕生日 

小島 満 会員 静子様 

小丸日出夫会員 寿美様 

A HAPPY BIRTHDAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

     小丸日出夫会員 原 敏之会員（左） 

情 報 集 会 報 告 

 

 

 

 

 

 

住吉・今井地区第 4回情報集会報告平成 30年 6月 5日リー

ダー 萩原ひとみ サブリーダー 中山武夫  

出席 12名 

 

 萩原ひとみリーダー 

 



  平成 30年 5月 29日（火）午後 6時 ホテル精養軒  

① 増強について  各会員自身の入会動機を思い出し話

し合う。 

〇個々の会員が意識を持ち、クラブ一丸となって取り組む必

要がある。 

〇４７年前に北 RCに入会した。増強なくしてクラブの活性化

はない。情熱のある人が継続して増強しないと続かない。川

崎大師RCは増強を、チームを作って行っていた。自分もリス

トアップで協力していこうと思う。 

〇以前川崎日航の近くに勤めていて、昼に歌が聞こえてゆ

ったりしていていいと思っていた。退職して時間ができ、勧め

られて入会し、立派な方ばかりだった。入会時、出席が大事

と聞いて、いまでも貫いている。人に勧めるには自分がきち

んとしていないと、と思っている。 

〇ロータリークラブがどういうものか世の中にあまり伝わって

いない 

〇横浜や東京には順番待ちの名門クラブもある。ステータス

でもあり、有能な方々と知り合いになれる 

〇ゴルフの会で勧誘された。６年断っていたが、入会、立派

な方ばかりがいた。当時会員数７２人。手術で１年休会し、

辞めようと思っていたらそろそろ出て来いと声を掛けられ、そ

の後家族会にも出席、ロータリーが楽しくなった。  

〇バブルのころに入会した。勤め先か住まいの場所でとのこ

とでこちらにした。最初のころは面白くもなかったが、友達が

できゴルフもでき、今は楽しい会だ。 

〇建築関係の会合に出たらそこで紹介され、勧誘を受け入

会した。同じ業界だと知り合いも限られるので、他の業界・年

代の方と広く付き合えるのは良い。 

〇父がロータリアンだった。入会後、人間形成になった。そ

れがロータリーの神髄だと思う。増強は、辞めた方、亡くなっ

た方を大切にすること、ファミリー的な人と人のつながりを大

切にしていくことで一歩一歩花開いていくと思う。 

〇チャーターメンバーとして皆に良くしてもらって、ロータリー

ライフを楽しめた。今は厳しいことを細かく言う方々や派閥が

なくていいのでここまで来れた。ロータリー精神は自分の中

にしっかりと残っている。 

   

② 例会について ③会の運営他 

〇月 1回抽選で席決めする日をつくるのがいい。テーブルご

と位置変更も有。  

〇大森 RC例会は先にビュッフェだった。年に数回違うスタイ

ルも面白い。 

〇夜間例会も大いに結構と思うが、昨今の例会数減では難

しいのではと思う。 

〇卓話のゲストスピーカーを各会員に打診してリストアップし

てはどうか。                         

以上、まとめとして、月に 1回抽選で席を決める、亡くなった

方や辞めた方の絆も大切にし、ファミリー的な繋がりで次の

増強にもつなげていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大戸Ａ地区 情報集会議事録 

 

日  時  平成３０年５月２９日（火）午後５時３０分 開会 

場  所  季節料理 おばら 

リーダー 叶野 聡  サブリーダー 大友 徹 

本日の出席者（１１名） 欠席６名 

議  題  ①増強について 

      ・多方面にわたり情報収集を行う。 

      ・入会しそうな人を例会に招待する。  

      ・仕事や趣味等で繋がりのある人を誘ってみる。  

      ・入会案内のような携帯型パンフレットを作り配布

する。  

      ・②例会について 

      ・２週連続の休会は極力避けるようにする。 

・夜間例会を増やしてはどうか。 

      ・例会の進め方は現状のままでよい。  

      ・③その他 

      ・特になし。  

次回リーダー  大友 徹 

                     サブリーダー  未定 

 

 

 

 

 
大友 徹サブリーダー 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大戸Ｂ地区下小田中第４回情報集会報告 

        リ－ダー  鹿島義久 サブリーダー 柾木國義 

①日時 平成 30年５月 29日（火）閭始午後６時 終了午後９

時 

②場所 七五三鮨（しめずし）③会費 10，000円④出席者 11

名中９名 出席率８２％ 

③テーマ 

  （１）増強について 

      各会員自身の入会動機を思い出し話し合ってみま

しょう。 

      川崎中ロータリークラブが他からどのようなクラブ

だと見られているか？ 

      思ったことを話し合ってみましょう。 

  （２）例会について 

      例会の着席場所を毎週抽選にしたらという話が情

報集会では常時出ますが。 

      なかなか根付きません。新旧会員の混在で自然に

話が弾むと思うのですが。 

      夜間例会をもっと行う年に 3~5回ぐらいの割合で行

ったらどうでしようか？ 

  （３）その他 

     卓話の種類 例会の運営についても話し合ってみま

しよう。 

 （１）増強について 

①今年度は入会者に記念品がガバナーより贈呈されます 

②入会には会員紹介や親がお世話になり入会しました 

③ 入会し、これほどレベルが高いクラブとは思いませんで 

   した 

④先輩方が築き上げたクラブであり品格やお金、奉仕など

他のクラブが見ている 

入会者 3名ぐらい候補者がいますが、これからあたって

いく 

 （２）例会について 

  ①昼の例会より夜間例会のほうが出席しやすい 

  ②テーマの毎週抽選にはすこし問題がある 

  ③月に１回か、２ヶ月に１回か、年３回ぐらいにしては、席

には親睦が SAAが 

   くじか番号にして席についてもらうか？ 

  ④新しい会員より他のクラブにメーキャップをしてみたい 

・ ⑥次年度は会長と親睦会員の方針で抽選により席を変え

たいと思います 

（３）その他（卓話の種類） 

  ①卓話者にはお金をかけるのもよいし、会員の中でも卓

話者を紹介できる 

  ②卓話者を色々考えるのはプログラム委員は大変。皆様

協力したい 

＊その他 

  ①次年度青少年奨学生の受け入れ会員の協力をお願い

します 

  ②懇親会では久しぶりに女性を交え、全員よく飲みよく食

べ大いに親睦を致しました 

 

次回リーダー柾木國義  サブリーダー白井正男 

 

 

 

 

 

 

 

 鹿島義久リーダー 


