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中島眞一前会長から安藤亨会長へガベルが引継が

安藤亨会長→「今年度一年この体制でやってまい

れ、安藤亨会長が点鐘しました。また、中島眞一前

ります。どこまでできるかわかりませんが、一生懸

会長と佐藤前幹事に安藤亨会長より記念品の贈呈が

命がんばってまいります。よろしくお願いいたしま

されました。

す」。
＜お客様ご紹介＞
川崎西RC



会長

戸張勝美様

幹事

鈴木伸一様

川崎西RC

安藤亨会長

戸張勝美会長→「本日は鈴木幹事と一

緒に、川崎百合丘RCに初めて表敬訪問させていた
だきました。どこのクラブでも会員の減少が悩みの
＜ソング＞ 君が代

奉仕の理想

種だと思いますが、川崎百合丘ＲＣは30名以上の会
員を維持されていると伺い、敬意を表します。共に

＜役員就任式・役員紹介＞ 

安藤亨会長

奉仕活動を通じまして、人のため地域のために皆様

役員・会長

安藤

亨

と活動をしていきたいと思います。本年度もどうぞ

役員・会長エレクト
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よろしくお願いいたします」。
川崎RC

白井勇様

健児

東京中央RC

豊嶋耘三様

野島

敏昭

米山奨学生

ウ・ユジンさん

渡邊

辰夫

第1635回

7 月17日

委員会報告②

第1636回

7 月24日

クラブ協議会①

第1637回

7 月31日

委員会報告③

ウ・ユジンさん→「こんにちは。先週はとても楽

新世代、社会、国際奉仕委員会

増強、ロータリー情報、広報、IT
※諸事情により、スケジュールは変更になる場合があります。

しかったです。またよろしくお願いします」。
ウ・ユジンさんに奨学金が渡されました。
・地区からの表彰がありました。

次の項目が承認されました。
・青少年交換留学生の矢崎さんが台湾のクラブに持
参するお土産代として20,000〜30,000円を拠出。

ポールハリスフェロー

佐々木会員

米山功労者第5回マルチプル

寺尾会員

・麻生区民まつり（10/14）の協賛金として10,000円
を拠出。
・麻生防犯協会の年会費として10,000円を拠出。

＜祝い事＞



会員誕生

関山会員、碓井会員、寺尾会員

鴨志田委員

・社会福祉協議会の年会費として5,000円を拠出。
・社会を明るくする運動の協賛金として10,000円を
拠出。
・新百合ヶ丘総合病院への記念式典への招待状がき
ました。会長、副会長で参加します。
以下、会長報告です。
1. 2012〜13年度ローターアクト主催「全クラブ合同
例会」開催のご案内
日時：7/21（土）15：00〜21：00
場所：神奈川近代文学館

配偶者誕生

関山会員の奥様、

ビジターフィー

安藤志子会員のご主人様
入会記念

結城会員、白井会員、粕川会員、

懇親会

山口福枝会員、尾崎会員

ロータリアン

2,000円

ローターアクト

1,000円

ロータリアン

5,000円

ローターアクト

3,000円

会長、幹事、新世代委員長、ローターアクト委員
長出席をお願いいたします。
2. 横浜ローターアクト認証状伝達式のご案内
7/13（金）8：30～

靍丸会員、碓井会員、アクト候

補生（靍丸会員の会社の方）が出席されます。
3. 第2590地区インターアクト委員会・提唱クラブ・
IAC顧問教師・合同会議
第1回インターアクト海外研修オリエンテーショ
ン開催のご案内
＜乾杯＞



井上勇副会長

「安藤亨会長、中島健児幹事の新年度が始まりまし

7/14（土）14：00〜15：20

合同会議

場所：関東学園中学校高等学校

た。我々一同協力し合って一年乗り切って行きたい

・先週配布した活動計画書に一部訂正がございまし

と思います。新会長、幹事の前途を祝して」。

た。新しいものが事務局にございます。
・RIのターゲットバッチがきました。ポストインし
ています。できるだけ着用してくださいとのことで
す。
＜幹事報告＞
＊文書着



川崎多摩RC

中島健児幹事
川崎日吉RC

川崎大師RC
＊2012〜13年度クラブ委員会活動計画書
川崎稲生RCより届きました。
＜会長報告＞ 
先に、理事会の報告をいたします。

安藤亨会長

＊その他

ロータリーの友、ガバナー月信、
タウンニュース

＜ニコニコ委員会＞ 
川崎西RC会長

山口福枝委員長

＜ニコニコ・財団・米山委員会＞

戸張勝美様→「鈴木伸一幹事と新

年度のご挨拶に参りました。どうぞよろしくお願い
いたします」
。川崎RC

白井勇様→「いつもお世話

になっております。新年度もよろしくお願いします。
安藤亨会長、中島健児幹事がんばってください。中
島眞一前会長、ご苦労様でした」。東京中央RC豊嶋

今回
ニコニコ

累計

28件

33,000円

28件

33,000円

財団

3件

20,000円

3件

20,000円

ベネファクター

0件

0円

0件

0円

米山

1件

10,000円

1件

10,000円

耘三様→
「今年度もよろしく」。当クラブより、安藤
亨会長→
「いよいよ出発です。１年間、よろしくお
願いします」
。中島健児幹事→「新年度が始まりまし
た。1年間よろしくお願いいたします」。佐藤会員→
「前年度はご協力ありがとうございました。安藤年

本日のプログラム
＜会長方針＞

安藤亨会長

人前で話すのは苦手なのですが、がんばって参り
ますのでよろしくお願いします。

度応援いたします」。尾崎会員→「安藤・中島丸の無

本年度は日本から3人目となる国際ロータリー会

事航海を祈願いたしております」。以下、感謝をこ

長が誕生します。また、当川崎百合丘ＲＣも創立35

めてニコニコへ。安藤志子会員、井上久会員、井上

周年という節目ということもありまして、盛りだく

勇会員、鴨志田会員、北島会員、靍丸会員、小塚会

さんな事業・行事が予定されています。そんな年度

員、内藤会員、中島眞一会員、中村会員、大矢会員、

に会長に就任し、身の引き締まる思いです。どこま

佐々木会員、嶋会員、鈴木会員、玉井会員、田内会

でできるかは分かりませんが、がんばってやらせて

員、寺尾会員、碓井会員、渡邊会員、結城会員、山

いただきたいと思いますのでご協力、ご支援をよろ

口福枝会員。

しくお願いいたします。

山口福枝委員長→「一年間ニコニコ委員長をつと
めさせていただきますのでよろしくお願いします」。

RI田中作次会長のテーマは
「奉仕を通じて平和を」
です。非常にテーマが大きく、裾が広すぎて掴みに
くいかな、と思いますが、会長からのメッセージの

＜出席委員会＞ 

玉井委員長

会員

出席

欠席

第1633回

38＊

29

9

第1632回

43＊

36

7

メーク

出席率
76.32％

4

93.02％

＊出席免除会員2

玉井委員長→「尾崎会員と大西会員と私の3名で、
今年1年輪番で報告させていただきますのでよろし
くお願いいたします。」

一文で「平和という概念は人によって文化によって
異なりますが、平和をどのように定義するにせよ、
それは奉仕を通じて達成できる目標です」というも
のがあります。要するに「我々ロータリアンは、奉
仕を通じて平和を達成しよう」という意味合いでは
ないかと思います。
HPに全文が掲載されていますの
で、よろしければご覧ください。
また、第2590地区露木ガバナー（横浜瀬谷RC）の地
区方針の10項目が示されております。これについて
はクラブ活動計画書に全文載せておりますのでご参

＜ロータリー財団＞ 

安藤志子委員長

寺尾会員→
「31日で93歳になりました」。碓井会員
→
「23日で84歳です」。結城会員→「入会記念として」。

照ください。
その中で3つほど大きな柱がございます。
ひとつめは財団。ロータリー財団、米山記念奨学
については例年通りの目標設定をしています。二つ
目は東日本大震災復興支援。復興はまだまだこれか

安藤志子委員長→「この一年ロータリー財団委員

ら時間も掛かるでしょうし、困難なこともあると思

長をやらせていただきます。よろしくお願いいたし

います。ロータリアンとしても、当クラブとしても

ます。今年の財団は入会記念で120ドルをお願いし

これからも引続き復興支援活動に積極的に参加して

ます」
。

いきましょう。そして3点目。これが一番重要なのだ
と思いますが、会員増強。こちらについては露木ガ

＜米山奨学委員会＞ 
関山会員→
「誕生日ありがとう」。

井上久会員

バナーの地区方針10項目中、その半分の5項目が会員
増強に関係するものです。その1つは「10%の会員増
強を目標にしてください」ということです。10%の

増員と聞いて無理なのではないかと始めは思いまし

まず食わず嫌いを無くしましょう。それによって「な

たが、実際は、入会者は例年目標に達しています。

るほど」という意識が芽生えます。そしてそういう

それにも関わらず、退会者が10％以上となる為、会

意識がどんどん行動へとうつっていきます。ただ例

員数が減少しているという現実があります。其々の

会に来て食事して、
「こういうことがありました、あ

会員の皆さんにおかれまして色々な事情があること

あいうことがありました」と話すだけではなく、身

は分かりますが、せっかくご縁があってロータリー

体を動かしましょう、汗をかきましょう。そうする

クラブの一員になった会員の方を今後どうケアして

ことでロータリーがもっと分かって、意識が高まっ

いくのかをもっと真剣に考えることが大切だと思い

てくるのではないでしょうか。そうすれば自然に、

ます。皆さんもご存知の通り3年未満の退会者が群

会長テーマで申し上げた『会員満足度の向上』につ

を抜いています。当クラブではあまり当てはまらな

ながってくるのではないでしょうか。せっかく高い

いのですが、それはその間、馴染めないとか親しめ

会費を払っているのですからそれなりの満足度を得

ないということが原因なのではないでしょうか。こ

たいではありませんか。単に親睦や楽しくやるだけ

れからは入会される前までだけでなく入会後もしっ

に留まらず、「本当にロータリーって面白いね。い

かりとしたケアを心がけていくことが必要です。

ろんな人間がいて、こんな付き合いができる。こん

当クラブは前年度43名でしたが、病欠、療養が重
なり今日は38名のスタートになりました。会員の数

なこともできる」と皆さんの満足度を其々皆さんが
あげていただきたいと思います。

ももちろんですが、会計的な部分や、委員会の構成

どこまでできるかは分かりません。でも何とかそ

的な部分にも非常に無理が出てきております。会員

ういった形で今いる皆さんがこのクラブに満足して

数が加速度的に減っていくとクラブに居辛くなると

いただければと思います。どなたかがおっしゃって

いったクラブも地区の中にもあるようですので、私

いましたが、
「またこのクラブに入る、またこのクラ

はこの会員増強を今年の一番の目標に掲げたいと思

ブに入ろうと思う」こう思っていただくことが一番

います。

大事なのではないでしょうか。そのためにも色々な

ロータリー財団の青少年交換留学生のイザベラ・

ことを考えて、色々なことを話し合って、フォーラ

シルビアさんが来月の13日にブラジルから来日され

ムをしながら、会員の満足度の向上を図っていきた

ます。小塚会員の桐光学園にお世話になることにな

いと思います。

っていますがそのホストファミリーのお願いや、米

私は川崎百合丘RCが大好きで、川崎百合丘RCだ

山奨学生の日本女子大生のウ･ユジンさんについて

から今こうしていられたのではないかと思っていま

は白井カウンセラーに既にお願いしていますが、他

す。
川崎百合丘RCは本当にいいクラブだと思います。

にもお願いすることがあると思います。また、35周

人が少し減ってしまいましたが、非常にいい時だと

年実行委員会の周年行事が2013年4月16日に実施さ

思います。胸を張って会議に参加し、
「入っておいで

れます。こちらは実行委員長を中心に委員会と打ち

よ。いいクラブだよ」。と紹介できるクラブです。

合わせしながら内容を詰めていってます。

口幅ったいことなのですが、歴代の会長を見てい

このように今年度は中身はあるのですが、その中

てロータリーの会長職というのは名誉職でもなんで

でもやはり何より会員増強を大きな目標にしていか

もない、会長の任期は一年なのだからその年に一番

なければならないと思います。そのためにも鈴木増

汗かきなさいよ、一生懸命がんばりなさいよという

強委員長と共に私も、本気になって何とか取り組ん

ポジションだと感じております。

でいきたいと思います。増強に関しては、私も過去

ですから一生懸命汗

に病欠したことがあるので、偉そうなことをいえな

かいて痩せるくらい、

いのですが。

来年の6月には5キロ痩

まずは『会員の参加』です。色々なことを一緒に

せましたと言えるくら

なってみましょうと。確かに活動は時間も体力も掛

いに、がんばって皆さ

かります、なかなか大変ですが、まずはいろいろな

んと楽しんでいけたら

奉仕活動を会員と共にやってみてもらう。そして例

なと思います。

会や周年行事などを通して『ロータリーを知っても
らいましょう。
』知る前に選り好みするのではなく

一年間よろしくお願
いします。

