
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2018-19年度 地区方針】それぞれが輝くロータリー 自らの行動でクラブの可能性を拡げよう                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

     例 会 報 告        

 開会点鐘  小島 徹会長  

 司  会  原 敏之 SAA 

 合  唱  「君が代」「奉仕の理想」 

 お客様紹介  金子 利昭 親睦活動委員長 

今後のプログラム予定 

8月 プログラム名 

第 2例会 8月 21日 
ガバナー公式訪問 

米山奨学金授与式 

第 3例会 8月 28日 

卓話 中原ｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸｾﾝﾀｰ 

～石田整体院～ 

院長 石田 剛士様 

出 席 報 告 伊藤 稔出席委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

42名 32名 

10名 

対象外 

（5） 

86.49％ 

欠 6名 

対象外 

（5） 

MU5名 97.22% 

【本日の欠席者】 三木 治一会員  井上 光明会員  

朝倉 和信会員  廣山 宗一会員  内藤 幸彦会員 

小林 敏伸会員  志村 修司会員  長谷川俊雄会員 

柾木 國義会員  渡邉 新治会員 

ニコニココーナー  大牟田 淳 （補）SAA 

柳下 節子様：クラブ協議会に伺いました。会員の皆様

の活動計画の活躍を期待しております。 

柴田 健様：本日、卓話をさせて頂きます。横浜中ＲＣ

柴田です。拙い話ですがよろしくお願い申

し上げます。 

ゲスト 
柳下 節子 様 

第 2590地区第２グループ 
ガバナー補佐（川崎とどろきＲＣ） 

ゲストスピーカー 
柴田 健 様 

 
地区副幹事（横浜中 RC） 

ゲスト 
樋口 明 様 

地区拡大・増強委員長 
（神奈川 RC） 

ゲスト 
戸川 俊雄 様 

地区拡大・増強副委員長 
（川崎北ＲＣ） 

ゲスト 
河口 武生 様 

地区拡大・増強委員 
（川崎マリーンＲＣ） 

ゲスト 
坂本 昌己 様 

地区拡大・増強委員 
（横浜東ＲＣ） 

ゲスト 
久米 真浩 様 

地区拡大・増強委員 
（新横浜ＲＣ） 

ゲスト 
谷川 公一 様 

地区拡大・増強委員 
（横浜西ＲＣ） 

ゲスト 
野村 豊 様 

地区拡大・増強委員 
（横浜西ＲＣ） 
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地区増強委員会の皆様：地区委員会では細山会員にお世

話になっております。本日は当地区の会員

増強で最も実績を上げている横浜中ＲＣの

取組みについて柴田さんに発表して頂きま

す。どうぞお楽しみに！ 

小島 徹会長：柳下ガバナー補佐本日は、お忙しい中ご

出席ありがとうございます。地区副幹事 

柴田健様・地区増強委員会の皆様ようこそ

おいでいただきました。本日はよろしくお

願いします。 

貝田 充幹事：第 2Ｇガバナー補佐柳下節子様・地区副

幹事柴田健様・地区拡大増強の皆様、本日

はご来会頂き誠にありがとうございます。 

伊藤 文治会員：柴田健様、拡大増強のお話を頂きあり

がとうございます。栗原さんのご入会おめ

でとうございます。 

川口 禮敬会員：柴田健様卓話ありがとうございます。

柳下節子ガバナー補佐お役目ご苦労様です。

栗原茂昭さん入会おめでとうございます。 

小丸 日出夫会員：第 2Ｇガバナー補佐柳下節子様本日

のクラブ協議会でのご指導よろしくお願い

致します。地区副幹事柴田様本日の卓話よ

ろしくお願い致します。また地区増強委員

長の樋口様始め地区委員の皆様、当クラブ

へお出で頂き誠にありがとうございます。 

鹿島 義久会員：本日は 2590地区ガバナー補佐を向え

て例会また地区副幹事柴田健様、卓話よろ

しくお願いします。また栗原茂昭様入会お

めでとうございます。 

田邉 進会員：栗原さん入会おめでとうございます。 

小泉 繁勝会員：栗原様ご入会おめでとうございます。 

島 利夫会員：栗原さん入会おめでとうございます。私

の家の畳を入れ換えて頂きありがとうござ

いました。今後ともよろしくお願いします。 

叶野 聡会員：柴田様本日はよろしくお願いします。 

井上 裕司会員：柳下ガバナー補佐様、本日ご苦労様で

す。よろしくお願い致します。 

中山 武夫会員：柳下ガバナー補佐ご苦労様です。 

上原 伸一会員：柳下ガバナー補佐をお迎えして。 

白井 正男会員：第 2Ｇガバナー補佐柳下節子様よろし 

      くお願い致します。先日は小島会長大変お 

      世話になりました。栗原茂昭様入会祝して。 

金子 利昭会員：栗原茂昭様入会おめでとうございます。

ロータリーライフを楽しんでください。 

合計   18件   35,000円 

累計   94件   141,000円 

会 長 報 告 小島 徹会長 

1.地区より 2018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。2018年 8月 1ドル＝112円 

 ご参考）2018年 7月は 1＄＝110円 

2.地区より「平成 30年 7月西日本豪雨」被災者支援へ 

 の義援金の協力のお願いが届いております。会員一人 

 当たり 1,000円を 10～12月分の会費より引落しとな 

 ります。（理事会にて承認済） 

3.地区より 2018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 2日（日）集合場所：横浜ロイヤルパー 

 クホテル 1階 出発 → 国営ひたち海浜公園他 

4.地区より 2018-19年度 YE受入学生のホストクラブ・ 

 ホストファミリー説明会が下記のとおり開催されまし 

 た。日 時：8月 4日（土） 

 場 所：曹洞宗照光山 常倫寺 

5.地区より、先般配布いたしました高良明パストガバナ 

ー著書『凡太の奉仕経営物語～ロータリー「奉仕の理念」 

を経営に生かす』につきましては、クラブ等でご活用く 

ださいとのことです。 

6.公益財団法人 日本盲導犬協会より会報誌“盲導犬く 

 らぶ”が届いております。回覧いたします。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。 

幹 事 報 告 貝田 充 幹事 

1.例会変更 

 新川崎 8月 15日（水） 休会 

   8月 22日（水） 親睦納涼例会 移動例会「成喜」 

   8月 29日（水） 休会 

 ＊8/22（水）のメイクアップ受付 

川崎日航ホテル 7F（18：00～18：30） 

＊休会の場合、メイクアップ受付はございません。 

川崎百合丘 8月 14日（火） 休会 



8月 21日（火）夜間例会 点鐘 17：00 ホテルモリノ 

8F 納涼会 17：30～ ホテルモリノ 7Fビアホール 

2.会報受理 川崎北 RC 川崎中原 RC 回覧いたします。 

3.2018-19年度活動報告書の受理 川崎北ＲＣ 川崎 

 中原 RC事務所にて保管しております。 

4.川崎西北ロータリークラブより創立 45周年記念誌が 

 届いております。ご高覧希望の方は事務局までお申し 

 出ください。 

5.次週 8/14は休会です。再来週 8/21はガバナー公式訪 

 問です。 

6.本日例会終了後、ガバナー公式訪問に伴うクラブ協議 

 会（ガバナー補佐ご出席）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 
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 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 

原 敏之 会員 千世様 

入会式  

栗原茂昭様 

＜誕生日＞ 

 

＜ご家族＞ 

奥様・お子様 2人 

＜趣味＞ 

お囃子・カラオケ 

お客様ご挨拶 

地区拡大・増強委員長 

樋口明様 

 

 

 

卓 話 

地区副幹事 柴田健（しばたたけし）様 

1973年生まれ 45歳。 

職業分類： 情報サービス ／株式会社アイオライト代表

取締役 

ロータリー暦： 

2014年 横浜中ロータリークラブ 入会  

2017年 国際ロータリー第 2590地区 拡大増強委員

会（委員） 

2018年 国際ロータリー第 2590地区 地区副幹事（ガ

バナー月信担当） 

 
 

横浜中ロータリークラブ会員増強への取り組み ～会員

から見た感想～ 

皆様こんにちは、横浜中ＲＣの柴田です。本日はこの

ような機会を頂きましてありがとうございます。本日は

横浜中ＲＣ会員増強への取り組みというテーマで、私か

ら見た感想を中心に一生懸命お話しをさせて頂きます。

どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 

私は 2004年に入会させて頂き、今年で 5年目の会員

です。入会後まもなくは私の職業がＩＴ関連ということ

でホームページを担当する広報委員会に配属しました。

2017年に地区の拡大増強委員会に配属し樋口委員長の

もと、色々な経験や知識を付けさせて頂きました。今年

は地区副幹事を仰せつかっております。 

初めにクラブの紹介をさせて頂きます。横浜中ＲＣは

本年度、橋本会長、佐藤幹事の体制です。会員数は 59

名で、平均年齢は 64歳です。地区には金子ガバナーや

千田地区幹事などを輩出しております。 

ここで会員増強の現状分析をしてみます。2016年度

では入会者は 5名でしたが、2017年度は 9名まで増や

しております。注目すべきはその紹介者です。9名増加

したうちの 5名の紹介者が入会４～６年目の若手が中心



となっております。そのことが会員増強に繋がっており

ます。 

では、それはなぜなのでしょうか？ここには明確な目

標と全員のベクトルを合わせるモチベーションがありま

した。目標は 60名にするという設定が掲げられました。

そして、ガバナーを引き受ける金子会員のために、そし

て、クラブのため、仲間のためにというやる気が全体に

浸透していきました。 

会員は増やすだけではなく、減らさない努力も必要で

す。そこで、私たちのクラブでは、子供たちのための音

楽会、障がい者作品展、ロータリーカップダブルス卓球

大会という全員参加型の奉仕活動を実施しております。

これらの活動では新会員からベテランの先輩会員までク

ラブ全体で、小学生の子供達のため、障がい者やそのご

家族のため、地域の皆さんのために奉仕活動を行い、そ

の清清しい遣り甲斐と充実感がクラブへの帰属意識を高

め、退会防止に役立っております。 

その他、クラブでは 80歳以上の会員の負担を軽減す

るシニア会員制度の導入や会費の分割での口座引き落と

しでの納入など常に新しい取り組みにチャレンジしてい

ます。このようなことが直接的に増強に繋がっているか

はわかりませんが、会員から見ると常に執行部、リーダ

ー達は真剣にクラブを良くするために改良、改善をして

いるという積極的な努力をしていることがわかりますし、

そこに尊敬や協力する心が生まれております。 

私はクラブの一会員として、増強は突然できることで

はなく、クラブがそもそも持っていて培ってきた理念・

哲学・信条のようなものが大切であり、そのことが一人

一人のハートに火がつけて、自分達には何ができるの

か？増強活動は誰のためにやるのか？何のためにやるの

か？ということが一人一人に勇気ややる気を与えている

のだということを強く感じております。 

以上、拙い内容でしたが私のお話しとさせて頂きます。

ご清聴いただきまして、誠にありがとうございました。 

 

クラブ協議会 

第２グループガバナー補佐 柳下節子様をお迎えしての

クラブ協議会 

 

 

 

 

交換留学生 

８月８日 今年度交換留学生の「イザベル」さん（ドイ

ツ）が羽田空港に到着致しました。ホストファミリーの

小島会長及び原会員のご家族とカウンセラーの小丸会員

が迎えに行って来ました。 

 


