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＜ソング＞

会長  小塚 良雄
幹事  中村 和広
会報  中村 和広

奉仕の理想

＜お客様ご紹介＞ 
小塚会長
靏丸会員後任 鵜飼光美様→「靏丸の後任で参りま
した。名前の通り岐阜の出身です。名古屋守山RCで
以前お世話になりました。今後ともよろしくお願い
いたします」
。
＜祝い事＞ 
中島眞一親睦委員長
会員誕生 中島健児会員
会員入会 小塚会長、阿久澤会員、笠会員
小塚会長より結城カウンセラーへ米山記念奨学会
理事長からの委嘱状が渡されました。

＜入会式＞
入会式が行われ、小塚会長より直井貴幸新会員に、
ロータリーのバッジが渡されました。
直井貴幸新会員→「東京オリンピックの年に生ま
れ地元育ちで、
3年前に川崎信用金庫 新百合丘支店
に赴任してまいりました。ロータリークラブとは個
人的にもお世話になっており、GSEプログラムでア
メリカノースカロライナにホームステイという貴重
な体験をし、この度恩返しをしたいと思っておりま
す。どうぞよろしくお願いいたします」。

＜会長報告＞ 
小塚会長
先に、理事会報告です。
・地 区大会増強フォーラムに会長が出席してまいり
ます。
・フ ィリピン義援金の依頼がきております。国際奉
仕委員会の集金で1人あたり1,000円ご協力お願いい
たします。
・イ ンターアクト卒業式 親松会員に出席していた
だきました。また必要に応じて林先生から活動報
告をしていただきたいと考えております。
・会 長幹事会の会費について 消費税増税に伴い会
費が変更になりました。経費の考え方も見直した
いというのが当クラブ理事会で出ました。
・直 井会員の入会が認められました。4/22多摩区の
医師会、会長の中村様が入会を前提に訪問される
ので、おもてなしをよろしくお願いいたします。
・
「ご苦労さん会」は安藤亨会員より紹介のあった通
りです。
・ラ オス支援について 4/25
（ 金）申込み締切 申し
入れいたします
・炊 き出し体験、多方面からの多くの参加もあり無
事終わりました。ご協力ありがとうございました。
以下会長報告です。
1.	ロータリー米山記念奨学会よりカウンセラー委任状
2.	2014米山奨学生・カウンセラーの為のオリエンテ
ーション及び懇親会開催の件
4/19
（土）15：00～19：00 上大岡 ウィリング横浜
ゆめおおおかオフィスタワー12F
3. 第2590地区那覇ロータリークラブより
CPPサンゴ植え付けダイビング参加者募集の件
開催日 6/15
（日）
＜幹事報告＞ 
＊文書着 川崎高津RC 横浜東RC
＊会報着 川崎中RC 川崎とどろきRC

第1717回

4 月15日

クラブ協議会

第1718回

4 月22日

会員卓話

パスト会長

第1719回

5 月13日

会員卓話

チャーターメンバー

中村幹事

※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。

＊その他
・4月ロータリーレート 1＄=102円
・第6回会長幹事会 5/14（水） ホテルKSP 8F
・例 会スケジュールが変更となっておりますのでお
間違いのないようにお願いいたします。
4/8
（火） 移動花見例会 とん鈴 18：00点鍾
お 花見されながらとん鈴へ向かう方は、17：00に麻
生警察署前交差点集合です。
＜ニコニコ委員会＞ 
阿久澤委員
小塚会長→
「関山会員が無事退院し、自宅療養に入
りました。先週の炊き出し体験会にご協力いただき、
初回としての型を作る事ができました。この体験を
機に大規模災害時に備えるべき様々な対策を会員と
共にみんなで考えていきたいという重いがさらに強
まってまいりました」。中村幹事→「昨日、私の会社
でささやかな入社式が行われ3人の新入社員を迎えま
した」
。鈴木清会員→「家内への誕生日プレゼントの
お花をありがとうございました。とても喜んでおり
ました」
。以下、
感謝をこめてニコニコへ。安藤亨会員、
安藤志子会員、井上久会員、井上勇会員、鴨志田会員、
粕川会員、小島会員、中島健児会員、中島眞一会員、
野島会員、大矢会員、親松会員尾崎会員、白井会員、
鈴木文夫会員、玉井会員、靏丸会員、碓井会員、渡
邊会員、山口会員、結城会員、阿久澤会員。
＜出席委員会＞



安藤志子委員長

会員

出席

欠席

メーク

出席率

第1715回

37

28

9		

75.68%

第1714回

37

27

10

75.68%
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＜ニコニコ・財団・米山委員会＞
今回

累計

24件

24,000円

874件

947,827円

財団

3件

41,000円

35件

426,000円

ベネファクター

0件

0円

2件

200,000円

米山

3件

45,000円

31件

445,700円

ニコニコ

＜ロータリー財団＞ 
野島委員長
小塚会長→
「平成11年4月1日入会ですので、あっと
いう間の15年間の楽しいRC活動でした。今後ともお
付き合いの程をよろしくお願いいたします」。阿久澤
会員→
「入会祝い、ありがとうございました。早2年
も経ちました」
。碓井会員からもいただきました。
＜米山奨学委員会＞ 
赤本委員長
中村幹事→
「先日、妻の誕生日プレゼントに素敵な
お花が届きました。ありがとうございました」。中島
健児会員→
「誕生日祝いありがとうございます。今年
度目標達成です」
。碓井会員からも頂きました。

本日のプログラム
＜PETS報告＞
井上勇会長エレクト
会長エレクトセミナーの報告をいたします。
市川ガバナーの挨拶の中で、第4グループIMに参加し

た際、昨年度の田中作治パストRI会長が出席されて
いて、
『世の中は非常な勢いで変化を遂げているがロ
ータリーは旧態以前のままで変化をしなければなら
ない。目標を高い所に設定しなさい』という話があ
ったそうです。
大野ガバナーエレクトからは、ゲイリー CKホアン
RI会長の次年度のテーマ『ロータリーに輝きを』の
説明があり、川野地区研修委員長より『クラブ会長
の任務と心構えについて』の話の中で、各クラブが
テーマを改めて設定するのではなくRI会長のテーマ
に沿ってと強調されており、当クラブもRI会長のテ
ーマを念頭に置いて具現化する目標設定をしたいと
考えております。
【地区方針】
テーマ 一人一人が輝き共に奉仕活動をしよう、世
界を明るくして、ロータリーを楽しもう。
8項目の方針
1.	会員増強・退会防止により一致団結し、第2590地区
として、減少から増強にチームワークで反転攻勢を。
2.	ロ ータリーの公共イメージの向上、ライトアップ
ロータリーへ、一人一人の奉仕活動の参加、世界
120万人の奉仕でロータリーに輝きを与えましょ
う。そしてロータリーの認知度を高めましょう。
3.	ロ ータリーデーの開催により、活動を地域社会に
知ってもらう。奉仕活動にローターアクト・イン
ターアクトに参加してもらい、若い人に将来入会
するよう働きかける。RYLA参加者と共に育成し
ていく。
4.	地区主催のクラブ研修リーダー会議を開催し、各ク
ラブにおける新会員へのロータリー研修推進を図る。
5. ロータリー財団活動へのご理解とご寄付のお願い
年次基金寄付120 USドル以上、恒久基金寄付 ベネ
ファクター各クラブ2名以上、ポリオへの寄付 今年
度一人5,000円
（3年間で30万USドル/地区）
6.	ロ ータリー米山記念奨学事業へのご理解とご寄付
のお願い
普通寄付 5,000円、特別寄付 20,000円、合計一人当
たり 25,000円以上
7.	会長賞へ参加
（ポイント制）
、会員増強
（ロータリー
デー開催）
、出席率の向上
8. 東日本大震災への復興支援
グループ討議は『拡大増強と退会防止のために』
というテーマで行い、各クラブとも会員減少を抑え
るのが難しいのが悩みでした。退会防止の手段とし
て、新入会員には色々な部分でコミュニケーション
を図ることが大事ということです。当クラブはまだ
会員数があり幸せだと感じました。
あと3ヶ月で新年度になり、いよいよプレッシャー
がかかってまいりました。その折には皆様のご協力
のほど、よろしくお願いいたします。

