国際ロータリー第 2590 地区
川崎百合丘ロータリークラブ

平成 28 年 7 月 5 日（火）
会長：北島 克己

第 1818 回例会
幹事：親松 裕明

会報：中村 和広

例 会 日 毎週火曜日 12：30〜13：30
例会会場 ホテルモリノ7F TEL 044-966-1300

第1818回例会記録

川崎百合丘ロータリークラブ ホームページ

http://www.kawasaki-yurigaoka-rc.jp/

平成28年7月5日
（火） 1/48回
<ソング> 君が代
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<お客様ご紹介>
米山奨学生

北島会長

傅嘉巍君

北島会長より傅嘉巍君に奨学金が渡されました。

第1820回

7 月19日

委員会報告②

第1821回

7 月26日

クラブ協議会①

第1822回

8月2日

納涼会

青少年、社会、国際奉仕各委員長

親睦委員長

※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。

<入会式>

思います。

新入会員の入会式が行われ、清水新会員の紹介と
北島会長よりバッジが渡されました。

<会長報告>

北島会長

先に、理事会報告です。

中島健児会員→
「清水会員は現在、旭鮨総本店の常

・活動計画書が承認されロースターとともにポスト

務を務められております。新百合ヶ丘にも2店舗あ

インされておりますのでお持ち帰りください。

り、現在工事中の店舗につきましては新百合ヶ丘で

・地区の支払いについて。上期の地区分担金等の依

30年の歴史があります。」

頼がきており拠出することが承認されました。

清水会員→
「この新百合ヶ丘という土地でご活躍の

・例会変更の件。

皆様のお力をお借りし、ご指導頂きしっかりと頑張

8/2（ 火）17：00~ホテルモリノで夜会を行います。

っていきたいと思います」。

17：30~納涼会を行います。
8/9（火） 交換留学生の藤崎由佳さんに卓話をお
願いしています。
9/6（火）クラブフォーラムとなります。
・ホテルのお中元の件。例年通り行います。
・クールビズの件。7~9月はクールビズとします。
・麻生観光協会協賛金の件。協賛金の拠出が承認さ
れました。

<前年度出席表彰>

渡邊前委員長

▪ホームクラブ出席100%

鴨志田前会長

▪メークを含む出席100%

赤本前幹事、北島会長、

結城会員、
鈴木文夫会員、親松会員、安藤美恵子会員、
安藤志子会員、中島健児会員、坂井会員、渡邊会員

・区民祭協賛金の件。例年通り拠出することが承認
されました。
・麻生防犯協会会費の件。
例年通り拠出する予定です。
・会長幹事会の件。1回目がホストとなっておりホ
テルモリノで開催します。参加費を拠出すること
が承認されました。

<祝い事>

安藤志子委員長

会員誕生

関山会員

配偶者誕生

安藤志子会員のご主人

会員入会

結城会員、白井会員、親松会員、

・事務費の件。
・表敬訪問の件。
以下、会長報告です。

安藤美恵子会員、清水会員、
金子会員、坂井会員、尾崎会員

1. 2015-16年度箕田敏彦ガバナーより御礼が届いて
おります。
2. 2016-17年度上期地区資金振込依頼の件
3. ロータリー米山記念奨学金より2016年度上期普通
寄付のお願い
4. 麻生区安全・安心まちづくり協議会よりパトロー
ル実施団体・組織の確認について依頼がきており
ます。
5. あさお区民まつり実行委員会より第34回あさお区
民まつりへの協賛についてお願いがきております。

<感謝状披露>

井上勇会員

長岡市長森様より大矢会員に感謝状が贈られたの
でご紹介いたします。

6. 麻生区防犯協会より平成28年度総会議案書の送付
及び会費納入のお願いが届いております。
7. 今年度のテーマバッジが届きましたので欲しい方
は事務局までお越し下さい。

<乾杯>

中村会長エレクト

いよいよ今日から北島会長、親松幹事年度が始ま
ります。期待と不安と様々な想いがあると思います
が私も精一杯盛り立てていきます。今年一年間が輝
く一年となりますようみんなで頑張っていきたいと

<幹事報告>
＊7月ロータリーレート変更のお知らせ
1$=106円→変更後1$=102円
＊近隣クラブ例会変更

親松幹事

川崎幸RC、川崎とどろきRC、川崎マリーンRC

なり」「組織は人が
中心」とも仰ってい

＊活動計画書着

ます。当たり前と言

川崎西RC、川崎麻生RC、川崎宮前RC

えば当たり前の話で
<ニコニコ委員会>

阿久澤委員長

すが、ロータリーも

北島会長→
「いよいよ新年度です。1年間御協力を

それで成り立ってい

お願い致します。清水会員、御入会おめでとうござ

て、この基本を支え

います」
。親松幹事→「1年間宜しくお願い致します。

ているのが「職業奉仕」の理念であり、出席を重視し

頑張ります」
。鴨志田会員→「北島会長、親松幹事、

た「例会」にあるそうです。それには同感で、せっか

1年間ロータリー楽しんで下さい」。鈴木文夫会員→

く会員となったのなら「例会」に出席して交流するこ

「母親の葬儀に生花を始め数々ご配慮をいただきあ

とは基本であり重要なことだと思います。この原点

りがとうございました」。以下、感謝をこめてニコ

を軸に、会員皆様が魅力あるクラブ生活と感じられ

ニコへ。赤本会員、安藤美恵子会員、安藤亨会員、

る様に心掛けていこうと思います。

安藤志子会員、福家会員、畠山会員、井上久会員、

次に今年度の地区方針ですが、「クラブの魅力創

石坂会員、金子会員、勝田会員、小林会員、小島会員、

りと活性化」ということを1つの大きなテーマとして

小塚会員、中島健児会員、中島眞一会員、中村会員、

それを実践するために5つの項目が用意されており

野島会員、大矢会員、坂井会員、佐藤会員、関山会

ます。

員、嶋会員、菅会員、玉井会員、渡邊会員、結城会

1つ目が「組織の見直し」です。形骸化した委員会
などもあり、人数の増減などもありますし1度内容

員、阿久澤会員。

を見直してみてはどうかということでした。当クラ
<出席委員会>
会員

出席

欠席

第1818回

42

35

7

第1817回

42

42

メーク

結城委員長

ブもIT委員会という委員会がありましたが、実質

出席率

今は別の委員会でクリアできているので今年は削除

83.33%
100%

<ニコニコ・財団・米山委員会>

2つ目が「長期目標と戦略計画の策定」です。これは
当クラブでも今期初めて委員会を作り、初めての委
員長を野島会員にお願いしました。進捗状況等ご報
告できると思いますのでご期待してお待ちください。

累計

今回
ニコニコ

させて頂きました。

31件

35,000円

35件

35,000円

財団

4件

56,000円

4件

56,000円

ベネファクター

0件

0円

0件

0円

米山

0件

0円

0件

0円

3つ目が「会員基盤の強化」です。これは増強という
事ですが、当クラブは50人未満なので純増2名、こ
れをクリアして下さいとのことです。今年も例年通
りですが、チームを5つに分けて年に2回報告会を行
い増強拡大を諮っていきたいと思っておりますので
各グループのリーダーの方よろしくお願いします。

<ロータリー財団委員会>

嶋委員長

福家会員→「この度、社外監査役を退任しました。

4つ目が「例会やクラブ協議会などの諸会合の規律
と充実」です。地区協議会でSAAの分科会があった

火曜日は取締役会に出ないようになりますので、出

くらいなので、軍曹のように絶対的な権限を与え、

席率を上げたいと思います」。小塚会員→「北島年

ちょっとでも私語があればつまみ出すくらいにして

度のStartを祝って!」結城会員→「入会35年になり

もらえないかということでした。例会も卓話BANK

ました」
。安藤美恵子会員からもいただきました。

等も利用して、中身の充実を図って、間接的ですが
退会防止に役立てて欲しいとのことです。

本日のプログラム
<会長方針>

最後の5つ目は「研修の充実」です。これは研修を
北島会長

積みロータリーを知れば、楽しくなるし退会防止に

今年一年の会長方針をご報告させて頂きます。

も役立つとのことです。当クラブも前々会長、前会

2016-17年度RIのジョン･ジャーム会長のテーマは

長と私で新入会員はもちろん途中の会員の方々も再

「人類に奉仕するロータリー」という事で「組織は人

度研修を受け研鑽を積んで頂きたいと思います。

以上が地区の5つの方針です。

助金も決定しましたので、3年目途であった最終年で

次に当クラブですが会員数42名での出発となり

すが支援していきたいと思います。当クラブからは

ます。地区目標と同じですが40周年も目前ですし、

KADVOのメンバーでもある阿久澤会員と赤本会員

純増2名はクリアしたいと思います。ロータリーの

が参加の予定です。

基本でもある
「例会」が滞りなく進むようにSAAの

友好クラブの台湾永和ロータリークラブの40周年

方々との事前打合せは密に行ってプログラムの連携

が3月にありますのでそちらへも参加する予定があ

も諮りながら、
実りあるものに出来たらと思います。

ります。国際奉仕委員長、大変ですがよろしくお願

自分も実際にはあまり出来ませんでしたが、例会に

い致します。以上が当クラブの1年の流れです。

出席できなかった時には、他のクラブの例会への参

また川崎百合丘ロータリークラブの大切な事業とし

加も勉強になると思います。1人での参加がハード

て、まず1つ目が地区大会のチャリティーディナー

ルが高いようであれば、先輩に声をかけ一緒に行っ

パーティーのホスト役を務めるということです。

てみるのも良いかと思います。

10月5日（水）に横浜のロイヤルパークホテルで開

親睦活動は例年通り行っていきますが、今年は地

催します。委員長は小塚会員、副委員長は中島眞一

区の行事や台湾40周年など外的要因も多いので活発

会員ですので詳細は決まり次第ご報告があると思い

な親睦活動が行われるのではないかと思います。

ます。

今年度は職業奉仕月間が1月になっているので職場

2つ目は4月22日（土）に行われますIMに変わるも

訪問が1月になる予定です。昨年は近くの職場であっ

のとして川崎と横浜地区が合同でロータリーデーと

たので、今年は多摩川くらいは渡ってみたいなと思

いうイベントを行います。人数的には地区大会と同

いますので委員長よろしくご検討をお願い致します。

程度です。IMでは当クラブがホストクラブだった

社会奉仕委員会はローターアクトとの新百合清掃

ので何らかの役割があるのではないかと思います。

や足なが募金、青パトが主になると思います。

入会して17年、もう一度勉強する機会を与えても

国際奉仕も例年通りでロータリー財団は一人

らったと思い、今後のロータリーライフに活かして

120$、ベネファクターは1名以上、米山奨学金は一

いきたいと思います。鈴木文夫会員が当クラブの代

人2万5千円、ポリオは1人50$です。今年はロータリ

表としてガバナー補佐を務めて下さいますが、一緒

ー財団100周年に当たるので地区大会等でイベント

に行動する機会も多く、横で見ていても本当に大変

が企画されていますので、またご報告できたらと思

だと思います。何らかのお手伝いを全会員でしてい

います。

きたいと思っております。

中国からの米山奨学生、傅嘉巍君も受け入れてい

今年のテーマは「人の和で楽しもうロータリー」と

ますのでカウンセラーの古澤さん、よろしくお願い

いうことですが、私と親松幹事と一緒に会員満足度

します。

向上のため1年間一生懸命働きたいと思っておりま

ラオスプロジェクトですが申請していた地区の補

すので皆様御協力のほどよろしくお願い致します。

