
                

 

 

 

 

 

 

【2020-21 年度 地区方針】ためになる魅力あるロータリー～自分を磨き品格とクラブの魅力を高めよう〜   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

   例 会 報 告     

 開会点鐘  伊藤 稔会長  

 司  会   鹿島 義久 SAA 

 合  唱   「君が代」「奉仕の理想」 

 お客様紹介 長谷山 尚城親睦活動委員長 

今後のプログラム予定 

8月・9月 プログラム名 

第 3例会 8月 25日 中原区長 永山 実幸様 

第 1例会 9月 1日 

会員お祝い 

米山奨学金授与 

会員卓話 稲富 正行会員 

出 席 報 告 市川 宏出席副委員長 

会員数 
出席

数 

欠席

数 
出席率 前々回訂正出席率 

42 名 33 名 

9 名 

対象外 

（4） 

91.67％ 

欠 8 名 

対象外 

（3） 

MU0 名 87.18% 

【本日の欠席者】 三木 治一会員   小林 敏伸会員   

津田 篤志会員    市川 実 会員 

佐川 陽子会員  齊藤かおり会員  堀一 慶明会員 

志村 修司会員  長谷川俊雄会員 

ニコニココーナー 叶野 聡会員（SAA代理） 

伊藤 稔会長：暑中お見舞い申し上げます。今年はコ

ロナで夏の計画も思うようにいかず我慢

の夏になりそうです。コロナと熱中症に負

けず頑張りましょう。 

長戸 隆彦幹事：本日例会後、理事役員会がございま

すので、よろしくお願い致します。 

伊藤 文治会員：米山奨学生李丹さん、ようこそ。 

島 利夫会員：富山大空襲敗戦を覚えている最期の

世代です。戦争が起きないことを願ってい

ます。 

川口 禮敬会員：内藤幸彦会員卓話ご苦労様です。ピ

ンチヒッターありがとうございます。 

渡邉 新治会員：本日もよろしくお願い致します。 

鹿島 義久会員：本日はＳＡＡ2名が、欠席のため叶

野聡会員・栗原茂昭会員に応援をお願

い致しました。 

合計   7件 27,    8,000円 

累計  64件    80,000円 

会 長 報 告 伊藤 稔会長 

１． 国際ロータリーより 2020 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。 2020

年 8 月 1 ドル＝105 円   ご参考）2020 年

7月 1 ドル＝107円 

２． 地区よりクラブ青少年奉仕委員長会議開催

のご案内が届いております。日 時：８月 24

ゲスト 
李 丹さん 

2020学年度 
米山奨学生（中国） 

会   長    伊藤 稔 

副 会 長    井上 裕司 
幹   事    長戸 隆彦 
S  A  A    鹿島 義久 
会報委員長   栗原 茂昭 
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日（月） 15：00〜17：00  場 所：ソシア 21 

３． タウンニュース中原区版 7/31 号に当クラブ

の暑中お見舞いが掲載されております。回覧

致します。 

４． 地区より「新型コロナの影響に関するアンケ

ート（ロータリーの友）」ご協力のお願いが届

いております。詳細は回覧致します。 

５． 公益財団法人 麻薬・覚せい剤乱用防止セ

ンターより、寄付のお礼状が届いております。

回覧致します。 

幹 事 報 告 長戸 隆彦幹事 

１． 例会変更 

  横浜あざみ 8月 5日（水） 移動例会 点鐘 13：15 

   アートフォーラムあざみ野 2FセミナールームⅢ 

          8月 12日（水） 休会 

          8月 19日（水） 移動例会 点鐘 13：15 

アートフォーラムあざみ野 2FセミナールームⅢ 

  川崎中原  8月 20日（木） 早朝例会を昼例会に         

変更 点鐘 12：30 精養軒       

川崎西    8月 14日（金） 休会 

川崎大師   8月 12日（水） 休会 

  川崎高津   8月 27日（木）→29日（土）に変更  

夜間例会「納涼家族会」点鐘 18：00 

ホテル KSP 3FKSPホール 

        9月 17日（木） 早朝供養例会 「大蓮寺」 

   川崎マリーン 8月 13日（木） 休会 

   川崎中央   8月 10日（月） 休会 

            8月 31日（月） 休会 

            9月 21日（月） 休会 

   川崎とどろき 8月 10日（月） 休会 

            8月 17日（月） 休会 

            8月 24日（月） 通常例会 

→家庭集会（お食事はございません） 

            8月 31日（月） 休会 

２． 会報受領 川崎南 RC 川崎 RC 川崎中原

RC 川崎北 RC  回覧いたします。 

３． 次週 8/11は休会です。                                                                   

４． 本日例会終了後、理事役員会を開催いた

します。（精養軒 2F） 関係各位のご出席を

お願い致します。 

  お 祝 い ご と 

入会記念日 
朝山 秀男会員   伊藤 文治会員 
三木 治一会員   中山 武夫会員 
井上 裕司会員   栗原 茂昭会員 
会員誕生日 
中山 武夫会員   川口 禮敬会員 

津田 篤志会員 

配偶者誕生日 

原 敏之 会員 千世様 
栗原 茂昭会員 恵美様 
佐川 陽子会員 欣弘様   
                      
 

 

会員誕生日 

中山 武夫会員 川口 禮敬会員 朝倉 和信会員 

 

卓  話 

 

 

内藤 幸彦 会員 

「川崎中ＲＣクラブ・プログラム委員会アンケート」 

 

川崎中 RCの今後のクラブ運営を更にステップアップ

させるために、今後のプログラムや運営に活用させ

て頂きます。 

 

 

 

 

      



「創立時の思い出話、チャーターメンバーより」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤 文治会員                      中山 武夫会員 

       国際ロータリー加盟認証状伝達式が、昭和 48年 4月 1日に専修大学生田校舎講堂で開催されて、国際ロ

ータリーにより承認を受けました。チャーターメンバーは当時 30名でしたが、今現在は、中山 武夫会員 

      、伊藤 文治会員、朝山 秀男会員、三木 治一会員の 4名となりました。 

 

プログラム委員会 アンケート集計報告 

 集計日（２０２０年８月４日）   出席３３名中３２名回答 

 ＊得票順 

（１） 例会の楽しみは何ですか？ 

① 他メンバーとの会話（２６名）②会員卓話（２４名）③食事（１８名）  

その他（例会への希望等どんなことでも） 

《１、座席シャフルを継続する。２、最近出席することが億劫になってきた。出席が一

老人の暇つぶしとは思いたくない。目的を失っている。》                              

 

（２） 過去の卓話で楽しかったのは 

① 山際大志郎衆議院議員（７名）②会員卓話（６名）③落語（５名）④歌手（４名） 

⑤ギターデュオ（４名）⑥腹話術（３名）⑦政治家（２名）⑧（ここからは各１名）

獅子舞、日本舞踊、法政大学野球部、トライアスロン、東日本津波のお見舞い、小泉

進次郎衆議院議員、原典之市議会議員、井田共生『命を守る』、消防署女性副署長、

映画評論家（白井佳夫さん）、音楽、ブレイブサンダース元沢社長、かものはしプロ

ジェクト、馬頭琴のセーンジャさん、横田恵さんのご両親 

《１、すべてためになる（２名）２、当クラブの卓話、プログラムは充実して良い例会

が多かった。》 

 

（３） 聞きたい卓話にはどんな希望がありますか？ ＊得票順 

① 健康関連（１９名）②経済関連（１６名）③会員の職業関連（１５名） 

③コロナ関連（１５名）⑤政治関連（１３名）⑥奉仕関連（１０名）⑥防災関連（１

０名）⑧ロータリー関連（８名）⑧地元の行政関連（８名） 



⑩芸能関連（７名） ⑪防犯関連（６名）⑫職場関連（３名）⑫趣味関連（３名：絵

画、スポーツアスリート、自薦・他薦で誰が何の趣味をもたれているか興味あり）⑭

地区行事関連（２名）⑮地区委員会関連（１名）⑯その他（子どもへの支援、民法改

正にともない身近な問題としての貸借関係等、音楽企画） 

 

（４） ５０周年記念事業で取り組みたいイベント等ありますか？ 

（上原実行委員長とのコラボ） 

① 東日本復興支援（１１名：◎閖上継続） 

② 子どもの貧困関連（１０名） 

③ 地元関連事業（７名：◎子ども・子育て関係、◎二ヶ領用水桜植樹維持、◎精養 

軒を活用した子ども向けイベント、◎川崎市や中原区に対して応援事業、◎大戸神社

のお祭り、◎子どもたちのパーフォーマンス 

④ エチオピア教育支援（５名） 

⑤ その他（◎日中韓友好改善、◎長く継続して支援できる事業、◎記念に残る物・ 

地域にためになるもの〈地域に偏らない〉、◎５０周年ということで有名人か著名人

の卓話、◎新日本学園とのコラボで子ども食堂の話、◎熊本他の災害復旧支援、◎子

どもの支援ともからめて学校関係のＩＴ化支援等） 

   

（５） 今後の会員増強のアイデアが何かありますか？ 

◎地域ＰＲによる活動の見える化を通じて参加を呼びかける。 

  ◎６０代以下会員は入会１年間は半額にする。 

◎ 女性会員増強の為、「女性委員会」を地区で設ける。 

◎ 今年度はコロナの影響で親睦会も出来ない為、とても難しいと思います。退会防

止も考えないといけないと思います。 

◎ 専門職の若い将来性のある人。 

◎ 夜会とか行事にお誘いする。 

◎ 会費を考える。ロータリー内ではなく地域の色々な所で活動をＰＲする。 

◎ 退会会員の関係者を勧誘する。 

◎ 今年は難しいかもしれませんが、今まで通り国際交流や広告宣伝などを続けてや

って頂ければと思います。 

◎ 今年度は思い切って会費を下げるとか、考えた方が良いと思います。そんな中、

前年度にも接点があった方には、押していきたいと思います。 

 

（６）現在会員候補者がいる。      

  ◎お名前のある方が２名（これは今後増強委員会の増強ノートへ。） 

  ◎予定者と話しをしてあるが２名。 

 

 

                       集計 プログラム委員会 

                             内藤 幸彦 


