
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ［例会日］第 1・2金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホテルモリノ新百合丘 7F TEL：044-966-1300 

     ［例会日］第 3・4金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 

  

    

【【【【点点点点    鐘鐘鐘鐘】】】】                                                                    碓井碓井碓井碓井会長会長会長会長    

    

【【【【例会場例会場例会場例会場】】】】                                百合百合百合百合ヶヶヶヶ丘丘丘丘カントリーカントリーカントリーカントリー倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部    

    

【【【【ソングソングソングソング】】】】             山下山下山下山下 SAASAASAASAA 委員長委員長委員長委員長    

    我等我等我等我等のののの生業生業生業生業    

 

【【【【ゲスト・ビジターゲスト・ビジターゲスト・ビジターゲスト・ビジター】】】】           碓井碓井碓井碓井会長会長会長会長    

○白井 勇様（川崎 RC） 

 

【【【【会長報告会長報告会長報告会長報告】】】】                                                            碓井碓井碓井碓井会長会長会長会長    

1.2010-11 年度 GSE（受入・派遣）報告書が届いています。 

 平成 24年 10 月 8日（月）14 時～16時 柏谷 

2.さいたまユネスコ協会より、ネパール奨学支援プロジ

ェクトのご案内が届いています。 

 書き損じ・未使用ハガキの回収します。 

 

 

【【【【幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告】】】】                                                                志村志村志村志村幹事幹事幹事幹事    

1.1.1.1.文書着文書着文書着文書着    

◆川崎鷺沼RC 

  平成24年7月18日（水）移動例会 

 クラブ協議会後、例会 

     点鐘：18時 

     場所：箱根湯本「吉池旅館」 

  平成24年8月 8日（火）移動例会 

 東京スカイツリー見学後例会 

点鐘：18時30分 

場所：東京芝 とうふ屋うかい 

  平成24年8月15日（火）移動例会 

 

★★★★夜会例会夜会例会夜会例会夜会例会ビジタービジタービジタービジター費変更費変更費変更費変更（（（（9999月月月月よりよりよりより）＠）＠）＠）＠4,004,004,004,000000円円円円    

 

第 971 回例会 7 月 27 日(金) 地区 R情報・広報・IT セミナー報告 場所：百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第 972 回例会 8 月 2日(金) 理事役員会② クラブ協議会 場所：ホテルモリノ 

◆川崎稲生RC 

  平成24年8月17日（金）休会 

  平成24年8月31日（金）通常例会 

      ガバナー公式訪問 

 

◆川崎高津RC 

  平成24年7月26日（木）➔29日（日）に変更 

      高津区民祭に参加 

  平成24年8月 9日（木）休会 

  平成24年8月16日（木）➔18日（土）に移動例会 

      多摩川花火大会に参加 

     場所：山手十番館 

  平成24年8月23日（木）移動例会 屋形船 

  平成24年8月30日（木）9月1日（土）に変更 

      移動例会 海洋学習 

 

◆横浜東RC 

  平成24年7月27日（金）移動夜間例会 

     点鐘：18時 

     場所：レストラン（金）休会 

    

2.2.2.2.会報会報会報会報のののの受領受領受領受領 

  ・川崎中央RC     第1221回～第1230回 

  ・川崎高津南RC    5月号～6月号 

    

3.3.3.3.活動計画書活動計画書活動計画書活動計画書のののの受領受領受領受領    

  ・川崎大師 RC 

  ・川崎中央 RC 

  ・川崎鷺沼 RC 

 

第 970 回 例会記録 平成 24 年 7月 20 日（金） S.A.A 委員長 山下 俊也 



 

【【【【出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会】】】】                                                                梶梶梶梶委員委員委員委員長長長長    

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 970 回 19 15 4 - 78.95％ 

第 969 回 19 14 5 2 84.21％ 

第 968 回 19 16 3 - 84.21％ 

 

【【【【ニコニコニコニコニコニコニコニコ委員会委員会委員会委員会】】】】                                                        親松親松親松親松委員委員委員委員    

  第 970回（件数）   合 計 

ニコニコ    16 件       ￥16,000 

 

●お客様 

 ◇白井 勇様（川崎 RC）【いつもお世話になります。

新年度もよろしくお願いします。】 

●当クラブ 

◇碓井会長【来週は、川崎百合丘 RC 会長・幹事が表

敬訪問に来られますので、皆様出席の程宜しくお願

いいたします】 

◇志村幹事【昨日は、会長・幹事で川崎多摩 RC に表

敬訪問にお伺いしました】 

◇安藤会員◇梅澤会員◇大野会員◇尾作弘会員

◇親松会員◇梶会員◇鈴木憲治会員◇鈴木眞一会員

◇鈴木豊成会員◇長瀬会員◇森会員◇山下会員

◇蓬田会員 

    以上、ご協力ありがとうございます。 

 

【【【【親睦家族委親睦家族委親睦家族委親睦家族委員会員会員会員会】】】】                                            大野大野大野大野委員長委員長委員長委員長    

川崎麻生ロータリークラブ納涼会 

サマーナイトクルーズ 

     とき：8月 30 日（木） 18 時 30 分出港 

     場所：横浜港湾内 

船内でオールディーズナンバー、ディスコ、R＆Bの生演奏 

飲み放題、ルームチャージ 

会員・家族・友人・知人のお誘いをお願いいたします。 

事前アンケートの協力 

参加人数 50 人程の予定 

 

【【【【米山記念奨学委米山記念奨学委米山記念奨学委米山記念奨学委員会員会員会員会】】】】                                鈴木憲治委員長鈴木憲治委員長鈴木憲治委員長鈴木憲治委員長 

 現在、ミアンさんはベトナムに帰国しております。 

 

【【【【地区拡大地区拡大地区拡大地区拡大・・・・増強増強増強増強・・・・退会防止退会防止退会防止退会防止セセセセミナーミナーミナーミナー報告報告報告報告】】】】 

 蓬田増強委員長蓬田増強委員長蓬田増強委員長蓬田増強委員長    

 

7 月 10 日（火）3：00～ メモワールプラザソシア 21

に於いて開催されました。 

 会議には、碓井会長と蓬田で出席して参りました。 

 15 のグループに分かれ、川崎マリーン・川崎麻生・  

横浜緑・横浜金沢みどり・横浜泉 RC が同じ席でした。 

 先ずは、露木ガバナーの挨拶ありロータリーは 3つの柱

があります。 

①仲    間➔世界のロータリアンは約 120 万人が友

人で階級はありません。そして全員が参

加できるシステムになっております。 

②理    念➔四つのテスト実践・超我の奉仕・ノーと

は云わない・厚い熱意をもって臨む。 

③プログラム➔満足感とともに積極的に毎週の出席に務

める。仕組みは 1年限りの役目、上下関

係なし、そして命令的なものはない。 

ロータリーのハードル 現在は入会しやすくなっている

が、逆に止めやすい（退会）、要するに親睦を深めて退会

しにくい雰囲気づくりにして、奉仕活動やお役目を与える。

そして人間関係を大いに深める。熱意をもって進めば奉仕

活動に対して新会員を迎える意味となる。 

 三間委員長からは行動力をもって増強・退会防止対策に

取り組んでほしい。 

 各クラブに於いてクラブフォーラムを開き検討する。 

 特に地区行事、今年は 11 月 9・10 日の地区大会には新

会員を参加させる。また、2 月 17・18 日「ニューシティ

湯河原」にて新会員（3年未満）研修の場もあります。 

 その後テーブル毎にミーティングがありました。（地区

へ集計） 

参考・川崎大師 RC 入れたい人 入ってもらいたい人等

のアンケートを取った。 

  ・横浜たま RC 13 名（現在）必死の増強です。 

  ・横浜西 RC  90 名から 5名減ったがすぐに 4名増

強。女性が 9 名いる（自慢げだった） 

         90 名の名前全員が知っているとか？ 

最後に上澤直前ガバナーの講評 

 前年度各クラブ 1名増でしたが、今年度は 10％の高い

数字の増強のようです。 

増強はもとより退会の防止の予防にも力を入れてほしい。 

女性会員の入会を積極的に進めてほしい。 

世界では 14％占めているが、日本は約 4％と乏しい。 

 

【【【【クラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラム】】】】            碓井会長碓井会長碓井会長碓井会長 

増強について安藤会員・森会員・鈴木憲治会員からも意見

などをお聞きし、委員長から皆様にご協力いただきたいと

切にお願いがありました。 

 

【【【【四四四四つのテストつのテストつのテストつのテスト】】】】                                                鈴木眞一鈴木眞一鈴木眞一鈴木眞一会員会員会員会員    

【【【【点鐘点鐘点鐘点鐘】】】】                                                                        碓井碓井碓井碓井会長会長会長会長    

【【【【会報委員会会報委員会会報委員会会報委員会】】】】                                                        文責文責文責文責    蓬田蓬田蓬田蓬田    

 

創立から 20 年連続皆勤の安藤優会員・親松会員・鈴木憲

治会員お見事、そしておめでとうございます。 


