
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

【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  内藤 幸彦 親睦活動委員 

今後のプログラム予定 

9月 プログラム名 

第 2例会 9月 18日 
NTT ﾃﾞｰﾀｼﾞｪﾄﾛﾆｸｽ㈱ 

金融ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部 

金融ｿﾘｭｰｼｮﾝ企画営業統括部 

金融ｿﾘｭｰｼｮﾝ企画部 

金井 克治様 

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 

43名 33名 

10名 

対象外 

（5） 

86.84％ 

欠 10名 

対象外 

（6） 

MU1名 88.89% 

【本日の欠席者】 三木 治一会員  井上 光明会員   

小林 敏伸会員  萩原ひとみ会員  上原 伸一会員 

朝倉 和信会員  松井 孝至会員  島 利夫 会員 

大友 徹 会員  清水 専吉会員 

ニコニココーナー  大牟田 淳 （補）SAA 
柳澤 信夫様：台風の中ですがメークアップに参上いた

しました。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

相沢 一夫様：本日は初めて伺わせて頂きました。よろ

しくお願いいたします。 

中澤 朗久様：本日はよろしくお願いいたします。 

ゲスト 
柳澤 信夫 様 

 
川崎北ロータリークラブ 

ゲスト 
相沢 一夫 様 

 
横浜都筑ロータリークラブ 

ゲスト 
中澤 朗久 様 

 
横浜都筑ロータリークラブ 

ゲスト 
ｲｻﾞﾍﾞﾙ･ﾏｲﾔｰ さん 

2018-19年度 
青少年交換学生（ドイツ） 

ゲスト ｼｽｺ･ﾏｼｭｰ･
ｼﾞｮｰﾀﾞﾝ･ﾓﾝｶｰさん 

2017-19年度 
米山奨学生（カナダ） 
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小島 徹会長：佐川陽子さん入会おめでとうございます。

よろしくお願いいたします。本日情報集会

の報告、柾木さんよろしく。 

貝田 充幹事：川崎北 RC柳澤様・横浜都筑 RC相沢様・

中澤様本日はご来会ありがとうございます。

また佐川さんご入会おめでとうございます。

どうぞロータリーを楽しんでください。 

伊藤 文治会員：佐川陽子さんの入会を歓迎申しあげま

す。 

川口 禮敬会員：佐川陽子さん。入会おめでとうござい

ます。過日の下小田中地区情報集会お世話

になりました。 

小丸 日出夫会員：佐川陽子様入会おめでとうございま

す。これからはロータリーライフをご一緒

に楽しみましょう。青少年交換学生イザベ

ル・マイヤー通称イサちゃんが初めて当ク

ラブに参りました。カウンセラーとして一

生懸命努めますが会員の皆様の温かいご支

援をよろしくお願い致します。 

鹿島 義久会員：大戸 A地区情報集会にはお世話になり

ました。また本日情報集会報告の柾木さん

よろしくお願いいたします。 

中山 武夫会員：今日は夕方から大風になるようですが

気をつけましょう。 

内藤 幸彦会員：横浜都筑 RCの前ガバナー補佐の相沢

一夫様そして親戚の中澤朗久様メークアッ

プにようこそいらっしゃいました。新入会

員の佐川様大歓迎です。ロータリーを楽し

んでください。 

金子 利昭会員：佐川陽子様、当クラブ入会おめでとう

ございます。ロータリーライフ楽しんでく

ださい。 

渡邉 新治会員：入会おめでとうございます。本日もよ

ろしくお願い致します。 

朝山 秀男会員：4日後に祝の日が迫ってあれこれ気持

ちが落ち着きません。よろしくお願い申し

上げます。 

廣山 宗一会員：お世話になります。よろしく。 

小泉 繁勝会員：佐川様、お待ち致しておりました。交

換留学生イザベルさんようこそ。 

田邉 進会員：佐川さん入会おめでとうございます。 

井上 裕司会員：佐川さん入会おめでとうございます。 

白井 正男会員：先日の下小田中地区情報集会にはリー

ダー柾木会員・出席者の皆様大変お世話に

なりました。 

柾木 國義会員：佐川陽子さんの入会を歓迎申しあげま

す。 

市川 宏会員：最近出席率が悪く申し訳ありません。今

月より精進致します。 

長戸 隆彦会員：佐川さんようこそ川崎中 RCへ！18日

若手会よろしくお願い致します。 

原 敏之会員：佐川さん入会おめでとうございます。 

合計   23件   28,000円 

累計  154件   232,000円 

会 長 報 告 小島 徹会長 

1.地区より 2018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。2018年 9月 1ドル＝112円 

 ご参考）2018年 8月も 1＄＝112円 

2.地区より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 27日（木）15：00～18：00 

 場 所：メモワールプラザソシア 21 4Ｆ「ウィング」 

3.第 2590地区金子ガバナーより、先日のガバナー公式 

 訪問のお礼状が届いております。回覧いたします。 

4.会友 近藤幸長様におかれましては、8月にご逝去さ 

 れました。（享年 91才）謹んでご冥福をお祈りいたし 

 ます。 

幹 事 報 告 貝田 充 幹事 

1.例会変更 川崎大師 9月 19日（水） 休会 

2.会報受理  川崎宮前ＲＣ  回覧いたします。 

3.2018-19年度活動計画書受理 

 川崎宮前 RC 事務局にて保管しております。 

4.本日例会終了後、理事役員会を開催いたします。 

 

 

 

 

 



 入会式  

 

＜小丸直前会長による入会者のご紹介＞ 

 

 

 

＜小島徹会長による入会歓迎の言葉のあとの 

佐川陽子様との記念写真＞ 

 

 

＜佐川陽子様による入会の挨拶＞ 

 

 会員誕生日  

 

＜今月は鹿島義久会員お一人です＞ 

 米山奨学金授与  

 

＜シスコ・マシュー・ジョーダン・モンカーさん＞ 

 青少年交換学生  

 

＜2018-19年度青少年交換学生 

イザベル・マイヤーさんのご挨拶＞ 



 卓 話  

情報集会報告 

住吉・今井地区第１回情報集会報告 

 平成 30年９月４日 

リーダー 中山武夫 

出席８名 

小丸会員、細山会員、富岡会員、 

伊藤文治会員、伊藤稔会員、 

中山会員、長谷山会員、萩原会員 

平成 30年８月 2８日（火）午後 6時 ホテル精養軒  

① 小島年度に望むこと②増強について 

〇順調なスタートを切っていると思う。地区の補助金申

請の活動、増強も進んでいて、期待ができる。 

〇クラブの活性化は増強しかない。横浜のいくつかのク

ラブを訪れると、我がクラブの穏やかで温かな雰囲気は

なかなか良いということがわかる。クラブのそれぞれの

特色があって面白い。地区の増強委員長も我がクラブを

評価している。活動的で住みやすいクラブと思う。必ず

良くなると思う。 

〇留学生のカウンセラーとしての手続きや対応も大変で

ある。ホームステイ受け入れの会長もよくやってくださ

っている。地区補助金は入金されたが、パソコン代金が

見積より上がってしまい、地区へ相談したい。補助金事

業の第一回目なのできちんと対応していきたい。社会奉

仕委員長に任せるのではなく、クラブ全体の事業として

やるということが大事だ。 

〇補助金と増強は良かった。小島会長は一生懸命やって

いていい。例会開始時の通算回数を毎回準備してきちん

と宣言すること、入会式は文言や手順も伝統的に決まっ

たものがあるので、格調高く厳かに行ってほしい。ガバ

ナーを出すクラブとして、10名位の会員を地区へ上げ、

レベルを高めてほしい。 

〇退会防止が大切。若手会に近い形で新入会員含めた会

合や、ブラザー、メンター的な 2名ほどの準若手クラス

のメンバーをフォローにつけるといい。  

〇新入会員候補者情報は住居や仕事場が近い会員にも事

前に伝えてほしい。 

〇温かで穏やかな雰囲気は小島会長の人柄にも由来して

いる。入会勧誘グッズ、ＨＰや名刺の修正など、貝田幹

事とも若いコンビで柔軟に取り組めていて良いと思う。

快く入会していただいた方々と一緒に、ロータリアンと

して会員仲良く成長していきたい。 

その後、食事しながら楽しいひとときを持ちました。急

に欠席になった長谷川会員、小林会員、残念でしたが、

次回から佐川新会員を迎えての情報集会楽しみにしてい

ます。 

 

 

大戸Ａ地区第 1回情報集会 

リーダー 大友 徹 

サブリーダー 金子 利昭 

開催日時：平成 30年 8月 28日（火）午後 6時～ 

開催場所：季節料理 おばら 

会費  ：6,000円 

出席者 9名（朝倉・原・井上・貝田・金子・長戸・ 

大牟田・大友・渡邉会員） 

欠席者  （朝山・小泉・清水・志村・廣山・市川実・ 

市川宏・叶野会員） 

①小島徹会長年度に望む事 

 ・川崎中ロータリークラブは、派閥もなくクラブの 

雰囲気もとてもいいのでこの状況を続けていっても 

らいたい。 

 ・ライオンズクラブは地域活動を中心に活動している 

点もあるが、川崎中ロータリークラブであっても、 

献血・清掃・ゲートボール等いろいろと地域参加し 

ているのでその点をもう少し世間にアピールする方 

法を考えてみてはどうか。 

 ・例会の回数については、減らしている他クラブはあ 

るが、川崎中は今の回数をキープしていってもらい 

たい。 

②会員増強 

 ・金子様より、入会申込書の入った川崎中ロータリー 

クラブを紹介するリーフレットの説明があり、各自 

何通か常備し知り合いにあったときなどロータリー 

の話が出た時にすぐ渡せるようにする。 

 ・リーフレットがなくなれば事務局にいつもあるので 



各自補充する。 

 ・今年度 2名の新規加入がありいい流れとなっている 

ので、この新しく入った方にはみんなで積極的に例 

会等で声をかけるようにする。 

 ・この一環としてこの 9月に若手会として、新規加入 

の方々と懇親の場を設ける。 

 ・若手会といっても、自分は若いと思っている方はど 

んどん参加してください。 

③その他 

 ・3ヶ月に一回の情報集会では回数が少ないので、大 

戸Ａ地区では、情報集会の間に一回以前行っていた 

路辺会議という名目で懇親会を催すことを決めた。 

次回リーダー 金子 利昭 会員 

サブリーダー 貝田 充 会員 

 

 

大戸 B地区第 1回情報集会報告 

        大戸 B地区リーダー  柾木 國義 

大戸 B地区の情報集会を平成 30年 8月 28日に会長・ 

9名の会員・ゲスト 2名で武蔵中原駅 すし屋銀蔵にて 

盛況に行いました。 

ゲスト 1名は鹿島義久さんのご紹介の鹿島さんは町会長 

で、皆様のご存知の方の弟さんということでした。 

もう 1名は会長のご紹介で、石屋さんと保護司をされて 

いる横山さんでした。 

会員増強については、会長と鹿島義久さんのお力添えを 

いただき、是非会員になっていただきたいと思います。 

お二人に会員になっていただければ、今年最高の会員増 

強であります。 

その他の項目については、親睦を深めるために色々な意 

見を交換しました。 

 


