
                

 

 

 

 

 

 

【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 義久会場監督 

 合  唱   「君が代」「奉仕の理想」 

 お客様紹介 稲富 正行親睦活動委員 

・㈱川崎フロンターレ 事業本部 

シニアディレクター 長谷川 幸雄様 

・2021-22学年度 R 財団奨学生 田代 綾香様 

・2020学年度米山奨学生 李 丹さん（中国） 

今後のプログラム予定 

 5月 6月 プログラム名 

第 3例会 5月 25日 

卓話 一般社団法人 日本

微生物・感染免疫研究機

構 代表理事 矢野理恵様 

第 1例会  6月 1日 

会員お祝い 

米山奨学金授与式 

地区委員からのご報告他 

現・次 理事役員会 

出 席 報 告 川口 禮敬出席委員長 

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 12名 

対象外 

（5） 

MU1 名 

 

81.08％ 

 

【本日の欠席者】 三木 治一会員  小林 敏伸会員   

小島 満 会員  堀一 慶明会員   叶野 聡 会員 

朝倉 和信会員  齊藤かおり会員  伊藤 文治会

員 

栗原 茂昭会員  志村 修司会員 

ニコニココーナー 佐川 陽子会場監督

(補) 

伊藤 稔会長：長谷川様、本日はお忙しいところあ

りがとうございます。限られた時間の中

ではありますが、よろしくお願い致しま

す。 

長戸 隆彦幹事：2021-22学年度 R財団奨学生 

田代綾香様ようこそ中クラブへ。川崎フ

ロンターレ シニアディレクター長谷川

様、卓話楽しみにしております。 

川口 禮敬会員：長谷川幸雄様卓話ありがとうござ

います。楽しみに拝聴させて頂きます。

当院もサポーターショップで協力させて

いただいています。 

稲富 正行会員：長谷川さん本日ありがとうござい

ます。長い間お世話になりました。引き

続きよろしくお願い致します。 

冨岡 昭一会員：（株）川崎フロンターレ シニアディ

レクター長谷川幸雄様、本日の卓話楽

しみに拝聴させて頂きます。 

小丸 日出夫会員：川崎フロンターレ長谷川幸雄

様、本日は当クラブにおいで頂き誠に

ありがとうございます。今年もフロンター

レは強いですね。卓話が楽しみです。 

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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細山 勝三郎会員：川崎フロンターレ長谷川幸

雄様、「市民が笑顔になるために」

楽しみです。 

小島 徹会員：本日はお忙しい中、川崎フロンタ

ーレ長谷川幸雄様、卓話よろしくお願

い致します。 

島 利夫会員：コロナ感染予防に注意してくださ

い。 

渡邉 新治会員：フロンターレの試合いつも楽し

みにしています。本日の卓話興味を

持っています。 

合計   10件 27,    19,000円 

累計  388件    478,000円 

会 長 報 告 伊藤 稔会長 

１． 国際ロータリーより 2021年 5月のロータ

リーレートのお知らせが届いております。 

2021年 5月 1 ドル＝109円   ご参考）

2021年 4月 1 ドル＝110円 

２． 地区より 2021 年バーチャル国際大会の

ご案内が届いております。詳細は回覧

致します。 

３． 地区より 2020-21 地区大会のご案内－

大会プログラム（YouTube 編）と視聴方

法についてのお知らせが届いておりま

す。詳細は回覧致します。 

４． 地区支援プロジェクト（こども食堂への支

援）につきましては、以下のとおり実施さ

れ目録（10 万円）を贈呈致しました。日 

時：5 月 8 日（土）10：00〜 場 所：NPO

法人くるみ-未来（川崎市中原区上平間） 

参加者：伊藤会長・長戸幹事 

５． 市民文化局市民文化振興室文化芸術

支援担当より川崎市文化賞等候補者の

推薦についてのお願いが届いておりま

す。詳細は回覧致します。 

幹 事 報 告 長戸 隆彦幹事 

１． 例会変更 

川崎鷺沼   5 月 26 日（水）   休

会 

川崎宮前   5 月 11 日（火）   休

会 

新川崎    5 月 19 日（水）   休

会 

２． 会報受理     

川崎北 RC 川崎中原 RC  回覧致しま

す。 

３． 次週 5/18（金）13：30 より、創立 50 周

年記念実行委員会幹事・相談会を開

催いたします。関係各位のご出席をお

願い致します。 

４． 本日例会終了後、次年度理事役員の

写真撮影を行います。対象の方はネク

タイ・上着着用にてお願い致します。 

５． 本日、期末報告書の提出の締切となっ

ております。ご提出がまだの方は事務

局まで FAX またはメールでお願い致し

ます。 

 

６． 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

い致します。 

お 祝 い ご と 

入会記念日 
志村 修司会員    金子 利昭会員 
上原 伸一会員     小島 徹 会員 
細山勝三郎会員 
会員誕生日 

金子 利昭会員    長谷山尚城会員 

結婚記念日 
三木 治一会員    小島 徹会員 
小島 満 会員     長戸隆彦会員 
小林 敏伸会員 
配偶者誕生日 
小林 敏伸会員 洋子様 
市川 宏 会員 清美様 
小島 徹 会員 京子様 
長谷山尚城会員 和子様 
大友 徹 会員 かおる様 

米山奨学金授与式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 学年度米山奨学生 李 丹さん 

 

 



Ｒ財団奨学生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-22 学年度 R 財団奨学生 田代 綾香さ

ん 

人的資源管理を学びにベルギーへ 

 

 

卓  話   

 

 

 

 

 

 

 

 

シニアディレクター 長谷川 幸雄様 

「市民が笑顔になるために」 

私は 2000 年 3 月に富士通よりフロンターレ

に出向しました。当時は J１に昇格して挑ん

だシーズンでしたが、最下位で翌年より J2

で戦うことになりました。この時に厳しい現

実を突きつけられました。フロンターレを応

援してくれるファン・サポーターとスポンサ

ーが J1 降格により激減しました。平均入場

者数は 7,439 人から 3,784 人に減り、スポ

ンサー収入は前年比の半分まで落ち込みまし

た。このシーズンより前社長が就任しクラブ

の立て直しが進められました。フロンターレ

が川崎市に存在する意味は何かを考えた結論

は、サッカーの興行だけではなく、地域社会

への貢献も事業の大きな柱であると考え、フ

ロンターレが目指すものは「市民が笑顔にな

るために」何ができるかを考え行動する事が

始まりました。先ずは川崎市が歩んできた歴

史を理解し、プロスポーツ団体が何故移転し

たのかを考えた結果、市民クラブとして市民

に認めてもらう事が必要だと気付きました。

そして具体的な 4 つのアクションプラン（開

かれたクラブ作り、地域密着のホームタウン

活動、スタジアムの賑わい、トップチームの

強化）を策定し、最初に実行したのが市民に

分かりやすく伝える為、運営する会社の社名

から富士通の肩書を外し、クラブ名と同じ㈱

川崎フロンターレに改称し、富士通 100％子

会社から脱却しました。 

 

 

地域密着の活動は、小学校の巡回指導、選

手の小児科病棟慰問（ブルーサンタ）、フ

ロンタウン鷺沼で夏祭り開催、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選手主催の多摩川エコラシコ(清掃活動）、

小学校 6 年生に算数ドリル配布など実施して

きました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタジアムの賑わいは、来たことのない人に来て

もらう為の観戦のきっかけ作り、また足を運んで

もらう為の楽しいスタジアム作り、たとえ負けて

もまた来たいと思えるスタジアム作りを常に心掛

けました。トップチームの強化は、市民が一番喜

んでいる強い（優勝する）フロンターレを常に目

指す為にアカデミーの強化を継続してまいりまし

た。だから今のフロンターレが存在します。 

 

 


