
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ［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 

第 988回例会 12月 7日（金） 理事役員会⑥ 年次総会  ホテルモリノ      PM6:00新会員歓迎会 笹子 

第 988回例会 12月 14日（金） クラブフォーラム 会員増強  ホテルモリノ 

 

 

     

第 987回 例会記録 平成 24年 11月 30日（金） S.A.A 委員長 山下 俊也 

回 例会記録 平成 20年 5月 30日(金) S.A.A委員長 森 茂則 
【幹事報告】              志村幹事 

 

１. 川崎幸 RCより例会変更 

   13年 1/4 ㈮ 休会➔ 1/11 ㈮：川崎日航ホテル  

２．川崎大師 RCより例会変更 

   12/26㈬ 休会 

   12/19㈬17：30～ 横浜ベイシェラトンホテル  

年忘れ家族会 

３．川崎中央 RCより例会変更 

   12/24㈪ 休会  12/31㈪ 休会 

   12/17㈪18：00～ 川崎日航ホテル  

クリスマス家族会 

４．次回 12月 7日に年次総会欠席の方は委任状をお願い 

します。 

 

【出席委員会】             梶委員長  

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 987回 20 18 2 - 90% 

第 986回 20 17 3 3 100% 

第 985回 20 13 7 3  80％ 

 

【ニコニコ委員会】                    蓬田委員長 

 第 987回（件数）      合 計 

ニコニコ  16件       ￥16,000 

◎お客様 

 ◇白井 勇様(川崎 RC) 「何時もお世話になります。皆

様のご協力でイルミネーション点灯出来ました。今後と

もよろしくお願いします」 

◎当クラブ 

◇碓井会長「白井様ようこそいらっしゃいました」 

◇志村幹事【地区大会が無事終わりホットしました】 

◇大野会員【梶さん 9 ｹ月ぶりに納豆が食べられるよう

になりました】 

◇梶会員【税務調査がなんとか終わりました、疲れた】 

◇鈴木（憲）会員【朝夕寒くなりました】 

◇山下会員【今年のベストスコアがでました】 

【点 鐘】                 碓井会長 

 

【例会場】        百合ヶ丘カントリー倶楽部 

 

【ソング】               森 SAA委員 

 四つのテスト 

【ゲスト・ビジター】           碓井会長 

○ 白井 勇 様(川崎 RC) 

 

【会長報告】               碓井会長 

１．川崎百合ヶ丘 RCより  

会長・幹事宛てに年末家族会ご招待の案内が届い 

ています。 

２．神奈川RC局より 卓話の案内が届いています。 

   １２月３日㈪ 12時半点鐘  ホテルキャメロッ

トジャパン5FジュビリーⅠ 

   登録料：￥３５００ 

   卓話者：日本腎臓財団常務理事・元スウェーデン

日本商工会会長 北尾利夫氏 

   演題 ：「知っていそうで知らないノーベル賞の 

話」 

３．横浜東ロータリーアクトより 12月第一例会の案内 

   １２月１２日㈫ 19:30～21:00 ホテルキャメロ 

ットジャパン 

   内容：専門知識開発委員会担当「カンボジアにつ 

いて学ぼう」 

４． 川崎大師RC 創立40周年記念式典の案内 

   平成25年2月23日㈯ 午後4：30～  

横浜ベイシェラトンホテル 

５． 会員候補者の鈴木昭弘様が、理事会の承認を得て会

員にさらしを送付した結果、異議申し立ての期限が

過ぎてもありませんでしたので、入会手順により入

会手続きをしています。 

よって 12月 7日（第一例会）に入会式を行い、ま 

た歓迎会にも参加していただきます。 

 

 

 

 



◇志村幹事「白井様、本日はようこそ!」 

◇梶会員｢寒い日が続きます。風邪に注意です｣ 

◇臼井会員◇梅澤会員◇大野会員◇尾作匀会員 

◇親松会員◇鈴木憲治会員◇佐々木会員 

◇鈴木眞一会員◇森会員◇花輪会員◇山下会員 

◇蓬田会員 

【親睦家族委員会】                    大野委員長 

 ☆クリスマス家族会について 

  平成 24年 12月 20日(木)、クリスマス家族会をホテ

ルモリノにて開催いたします。家族揃ってご出席をお

願いいたします。 

  ◎会費  会 員    15,000円 

       家族・友人  10,000円 

       小中高・学生  3,500円 

  ◎プレゼントは会員一人当たり 3,000円以上の品、

会長・幹事・５大奉仕委員長は特別賞として、別に

出品をお願いします。 

   また、ビンゴゲーム等も予定しております。そして、

田中美佐子さんのピアノ演奏と盛り沢山の内容に

なっています。 

 

【クラブ奉仕委員長会議報告】 

クラブ奉仕委員長 鈴木眞一 

日時：2012.11.22 

場所：メモワールプラザソシア２１        

司会：山口清二地区クラブ奉仕副委員長 

 

1.地区役員紹介 

 

2.露木雄二ガバナーより『挨拶と地区の現況について』 

■強いクラブ=魅力のあるクラブを作ろう。 

■ロータリーをもっと知ろう、勉強しよう・・・問題集を 

作ってある。 

■各委員会のイベントには各クラブ一人は参加して欲し 

い。(例えば、米山のパーティ) 

■7月からの新会員対象に湯河原でセミナー（2月 17～18 

日）を開催する。 

・・・費用はクラブ負担、新会員はクラブに戻って報告 

する義務有り。 

■新会員は 75名だが純増は 35名・・やめている会員も多 

い。 

・・・女性会員を増やそう・・女性会員はやめない。 

■表彰システムを各クラブでつくったらどうか（会長表彰 

etc） 

■現在 61クラブを訪問したが、それぞれ特色がある。 

・・・他クラブを訪問することによりいろいろな勉強が 

できる。 

■クラブ奉仕はクラブを強くするための大切な委員会で 

ある。 

 

3.鈴木憲治地区クラブ奉仕委員長より『事前アンケートにつ

いて』 

 ■別紙『クラブ奉仕委員長会議 事前アンケート 回答』 

 参照 

1. クラブ奉仕委員長としての 

活動説明クラブ 横浜鶴見北  川崎鷺沼   

横浜ベイ  横浜磯子  横浜泉 

  2.クラブ内で兼務している役職 

  3.クラブ奉仕委員長の役割は何だとお考えですか 

    別紙の⇒は鈴木憲治委員長が重要とした箇所 

  4.委員長として最も重視していることは何ですか 

  5.クラブ奉仕に関するご意見・ご質問があればお聞かせ 

ください  

 

4.鈴木憲治地区クラブ奉仕委員長より『クラブ奉仕につい

て』 

 ■別紙『クラブ奉仕委員長会議資料』 参照 

ロータリー原点『クラブ奉仕について』 

             パワーポイントにて説明 

                            (後頁記載) 

5.質疑応答 

6.閉会の挨拶：市村茂夫地区幹事 

 

【四つのテスト】             佐々木会員 

【点鐘】                  碓井会長 

【会報委員会】            文責 蓬田 忠 

 

 

 

クラブ奉仕委員長会議資料 

クラブ奉仕委員長 鈴木眞一 

国際ロータリー第2590 地区2012-13 年度クラブ奉仕委員会 

クラブクラブ奉仕委員長会議事前アンケート回答 

１．クラブ奉仕委員長としての活動（就任以来今日までの活

動と今後の予定） 

※今後の予定、例会の刷新（魅力ある会にする為の方策） 

※副会長として、例会を楽しく充実させて、出席率自然 

に上がる様に務めている 

※職業奉仕委員長の、職場訪問場所のサポート。国際奉 

仕委員長のヴァヌアツ支援へのサポート 

※親睦委員長への年忘れ家族会出演者の紹介 

※新入会員の推薦を１名行った 

※各委員会の連携を図る為、月に１度炉辺会合を各委員 

長主催の元開いている 

※毎月１回経営者研究会を開催している 

※各委員会のフォローをしている 

※クラブ会員相互の協力を得て地域との連携をはれる 

ような様々なクラブの計画を実行に向けて準備中で 

ある 

※クラブ奉仕に所属する各委員会のフォローフォロー 

アップ 

※秋季と春季に情報集会を開催予定 

※テーブルミィーティングの開催及び運営をテーブル 

マスターと共に行う 

※プログラム委員会との調整、会員増強へ向けての情報 

収集 

※親睦委員会の行事等への協力 

※例会、奉仕活動、周年行事を通じて会長テーマでもあ 



ります「会員満足度の向上」をめざして活動しました。 

具体的には楽しい例会の雰囲気作り、プログラムの充 

実を図り家族会、納涼会、炉辺などより楽しく有意義 

な時間を持てるよう、各委員会と連携を蜜にする。 

今後の予定も上記の部分の継続と４月１６日に行わ 

れます３５周年行事に向けての３５周年実行委員会 

のフォロー。 

※４人組（５人組）の復活による連絡網の充実。１１月 

１５日までに４人組炉辺の実施（退会防止と増強につ 

いて） 

※毎月第１週目の例会の後、理事、役員、委員長全員集 

り、話合い、考え、反省する時間を持っていますので 

気持ち的に充実しています。 

※例会の活性化、充実を図る為、各委員長並びに会員と 

のコミュニケーションの時間をなるべく多く持つよ 

うにしている。今後も同様。 

※新会員の増強（１名入会） 

※会員数１６名（この１０月に２名入会し、現在１８名） 

という少数のため、会員増強をはかることを考え、「職 

業分類表」の点検をし、未充填の職業について考察し 

ている。又、「例会の出席率向上」を目指し、メイキ 

ャップを推進している。 

※出席、親睦、プログラム各委員会等と調整し、例会の 

運営を楽しいものになるよう努力している。 

※①まず理事会への参加②役員会への参加③新入会員 

２名との親睦に注意④会費の率先納入但し：地域内で 

の活動が少なかった 

※例会の魅力が有るように 

※出席率向上夜間例会に夫人同伴を励行（含む海外） 

※一回関連委員会と会合を開いた後期にもう一回予定し 

 ている 

※会長代行が一回親睦部会長とプログラム部部会長との 

連携はほぼ毎週 

※定例理事会への出席、親睦委員会が行っている配布物へ 

の協力（人手不足の為）年忘れ家族会の計画参画と下見 

同伴 

※定例クラブ奉仕関連委員長会議の開催（毎月最終例会 

後）クラブ奉仕関連委員会間の事業調整及び理事会への 

提案、報告出席・親睦活動・プログラム・家庭集会・ク 

ラブ会報・広報・IT 記録・雑誌会員増強・会員選考・ 

職業分類・ロータリー情報の各委員会を管掌 

※クラブ管理運営委員会全体の管理・運営推進、およびク 

ラブ全体の円滑な活動の推進 

※各部会との連絡会議の実施 

クラブ奉仕に関わる委員会活動の実施と充実 

※家庭集会を年２回開催する 

※クラブ運営及び例会の充実に努力する 

※各委員会活動が円滑に運営されるよう気配りをする 

※第１回家庭集会を８月２１日～９月２０日に行いまし 

た。Ａ～Ｅグループ（５組）８人～１０人位。目的は、 

クラブ活性化・運営・日頃感じている事・又気がつい 

た事等、遠慮なく話せる場とし会員同士親睦を深めるた 

めに行いました。各グループの話・意見をまとめまして 

クラブ運営に役立てたいと考えております。今後は、第 

１回家庭集会を踏まえて第２回家庭集会を２月頃開催 

する予定です。 

※今日までの活動→クラブ奉仕の関連委員会を開催卓話 

者の依頼家庭集会を開催 

今後の予定→クラブフォーラムの開催家庭集会の開催 

※①クラブ奉仕フォーラム開催②社会奉仕・新世代奉仕フ 

ォーラム/国際奉仕フォーラム/職業奉仕フォーラム開 

催協力③台湾・台北ロータリーとの交流 

④新世代奉仕に関しての協力⑤神奈川フィルのサポー 

ト活動 

※例会時来賓の紹介例会開催時前日クラブ事務所にて三 

役会（会長、幹事、副会長）６：００より打ち合わせ 

※各委員会の応援、協力 

※理事の一員として理事会出席、所属委員会の炉辺会合に 

出席 

今後は、特に会員増強を目指したい 

※入会５年未満の会員を対象にロータリーについての勉 

強会の実施（２回）今後も予定する 

各委員会の年間活動及び予算について次期担当者への 

引継書作成今年度より使用の予定 

※クラブ奉仕委員会内の小委員会への参加出席（６月～７ 

月）（親睦活動委員会、プログラム委員会、出席委員会 

等） 今後も小委員会に参加の予定です 

※クラブ協議会での各奉仕委員会の取りまとめ 

各奉仕委員会の活動状況の把握 

※各委員長と年間事業計画を打ち合わせ 

月一回定例会を行い、クラブの活性化を計っています 

※今年度は、特に会長・幹事よりプログラム（特に外部卓 

話）を充実させたいのでとの方針のもとプログラム委員 

長と進めています（現在月１回～２回のペースで実施） 

※クラブ運営の補助 

※例会出席への確認連絡、会員間の情報収集 

※奉仕活動が効率的に目標が達成できる協力体制が活 

動目標と親睦交流の重要性を考え会員卓話の実施、趣 

味の同好会の実施（ゴルフ、囲碁、ウォーキング、カ 

ラオケ、ワイン） 

※若手会員が多いため（入会１～３年）、ゴルフ、移動 

例会等の親睦活動に力を入れています。又、ロータリ 

ーの意義などを考えて頂く為、例会プログラムを細か 

く吟味しています（退会防止）そして円滑運営を目指 

しています。 

※クラブフォーラムの開催 

８月３１日拡大増強について１１月３０日クラブの 

活性化について 

※親睦活動委員会を始め各委員会と連絡をとりあうこ 

 と 

※自クラブの創立４０周年記念行事 

※クラブ奉仕委員会所属の各委員会の委員長を集め、本 

年度の活動計画の確認を行った。 

※楽しい例会になるよう活動する 

今後対外的にロータリーを知ってもらう広報紙の発 

行を進める 

※前年、今年小委員長引き継ぎ会議の開催（親睦・広報・ 

プログラム・ＳＡＡ） 

期中（１０/１５）に小委員会を開催し今後のスケジ 

ュールの確認 

※クラブ奉仕活動がしっかり行われることが一番大切 

なので委員会に活動方針を踏まえて委員会が計画に 



もとづいて推進行きたいし、今後もクラブ内をまとめ 

て会員の意識を盛り上げていきたい。 

※プログラム委員長を兼務しているため、年間の例会プ 

ログラムを興味ある楽しいものにしていく様努力し 

ている。親睦活動の一助となる様、夜間例会には多く 

の会員家族が参加してくれる様求めている。限られた 

予算内での運営が厳しくなり、会員増強が最重要課題 

である。 

２．クラブ内で兼務している役職 

□副会長-３２club □直前会長-３club □会長エレクト- 

５club 

兼務-クラブ奉仕委員会、会員選考増強委員会、国際奉 

仕委員会、長期ビジョン委員会長指名委員、新世代奉仕 

委員会、プログラム 

□その他-６club 兼務-プログラム、幹事、会報、副幹事 

３．クラブ奉仕委員長の役割は何だとお考えですか 

※各委員会の仕事の監督及び調整 

※各委員会の任務、責任について充分な知識をもって委 

員会をまとめリードすること 

※理事会においての意見を伝えることとスムーズな運 

営（情報収集） 

※プログラム委員会、親睦活動委員会等のクラブ奉仕委 

員会内の小委員会が円滑に活動できるようサポート 

すること。 

特に、クラブ例会が毎回滞りなく進捗するよう、小委 

員会同士の調整を図ること。 

※クラブ自体の運営が円滑に有意義のある様なプログ 

ラム、進行が出来る事又、家庭集会の総めです。 

※会員が楽しく充実したクラブライフを行なえるため 

に、各委員長をサポート。 

※クラブ運営がスムーズに行えているかどうか、又、退会 

しそうな人はいないか、健康状態はどうか、新会員には 

出来るだけ明るく声掛けをしてあげたり金銭的にも運 

営がどうか等クラブ全体のまとめ。 

※ロータリー奉仕の中枢であり、他の奉仕部門が効率的な 

効果を上げるため、クラブ奉仕が重要であると考えます。 

副会長として会長を補佐し、会長の指導のもとクラブ運 

営に努力し関連委員会とコミュニケーションを図り情 

報交換を行い、意見の調整が大切です。 

※クラブ奉仕活動に関して各委員長のサポート、リードを 

する会長のサポート 

（副会長として） 

※クラブ会長をサポートする 

各委員会の応援協力する 

炉辺会合を行いクラブ会員のコミュニティを計る 

会員の増強、退会の防止を計る 

※縁の下の力持ち的気配り 

※各委員会の仕事の監督及び調整 

※各委員会の活動を援助しクラブ運営の活発化を推進す 

る事と考えます 

※各委員会における活動を円滑に進める為に色々な角度 

から助言する 

※クラブ運営や会員の活動が円滑に進むよう援助する 

※クラブ全体に活動のテーマを発信し、メンバー全員に共 

有した意識を持ってもらう事 

※当該年度クラブ会長の指針に基づき、クラブの円滑な運 

営に幹事・ＳＡＡと共に努めること。 

特に例会、親睦、増強、記録、広報の分野を担当しクラ 

ブの発展に寄与すること。 

※副会長を兼務していますので、会長を補佐し、クラブの 

各委員会が円滑に活動できる様に、調整連動を計り、協 

力する事と考えます。 

※各委員会（出席、親睦、プログラム、ロータリー情報、 

雑誌広報、クラブ会報、記録、ＩＴ）と連絡を密にした 

奉仕活動を行う様に理事会等に話し合う。特に毎例会の 

卓話者（内容を含め）は予算の関係から十分に吟味した 

内容また常に会員増強に務める事と思います。 

※会員数減少の中効率的なクラブ運営をするために、親睦 

など各部会の負担軽減の為に理事会との整合性を図る。 

会長の代行（主に開会など例会運営） 

※例会に出席してもらうこと。親睦を深めること。 

※会長を補佐し、クラブの活性化を失うことのないように 

クラブの融和を図る。 

側面から、会員増強の役に立ちたい。 

※クラブ運営が円滑になるように。 

※各クラブ員が、例会はもちろん、種々の企画、行事に、 

積極的に参加できるよう、下部の委員会との調整を図る。 

※クラブ運営全体について、円滑に活動がなされるよう努 

めることだと考えています。 

※クラブ活動を円滑に運営する。 

※クラブ全体の効率の良い運営が図れる様努力して行く 

こと。 

※クラブ委員に目を向けた活動で皆が和を持って楽しく 

活動する事が第一であります。 

クラブの基礎がしっかりする事により国際奉仕、地区奉 

仕と発展することを希望しています。 

※クラブ奉仕部門の各委員長との報連相を密にしてク 

ラブの活性化を図る。 

※クラブ運営の原点はクラブ奉仕であるとの考え方か 

ら各小委員会に対し細心の気配りと自主性を尊重し 

充分機能するよう心掛ける。会員相互の親睦を深める 

事、融和を図る事 

※ＳＡＡ、プログラム、親睦、出席等の委員会と打ち合 

わせをし、充実した例会を目指す。 

会員同士がより良いコミュニケーションが図れるよ 

う関係委員会と連携して務める。 

特に新会員には、気を配り、ブラザーと共にフォロー 

していく。 

※クラブの円滑な運営と活性化 

※会員同士の絆を深める、職業を通じて学び合う地域の 

つながりを深める活動場を作る 

※クラブの活動を円滑に行う為、各委員会のフォローや 

会長・幹事の補佐役をすること。クラブ内の情報を会 

員の皆様に報告すること。 

※各種奉仕委員の調整と活性化 

※クラブ内の奉仕活動及び毎週の例会重視し内容を見 

ていることと思います。 

※所属委員と理事会の連絡役・パイプ役 

理事会に於けるその他の諸問題を検討する 

※会長の方針を上手にクラブ全員に伝える 

※クラブ運営の円滑化 

※クラブ運営がスムーズに行われるよう配慮すること 



※各委員会、会員の皆様と共に委員会事業、奉仕活動に 

取組み努めたいと思います。 

※クラブ内の横のつながりを重視すること 

※退会者の防止と会員の増強 

※会員の特権は、例会での異業種交流であり、会員同士 

の親睦交流により生まれ原動力が活動を実践する力 

となる。 

※多くの会員にロータリーを学んでいただき、会長方針 

を実行し、クラブ運営の主軸として活動していくこと 

だと思います。 

※クラブの基軸の確立と活性化 

会員増強への意識高揚と活動フォロー 

※各委員会の意見を聞き、会員・家族の為になるロータ 

リー活動を考えていくこと。 

※会員増強親睦 

※クラブの例会のスムーズな運営 

会員相互の親睦を深め、小委員会に対し自主性を尊重 

しつつ十分機能するよう細心の気配りをする。 

※例会の充実、プログラムの内容充実。 

親睦をさらに深め、楽しい例会、クラブにする。 

対外的にロータリーを知ってもらう広報の推進をす 

る。 

※当クラブはＣＬＰを導入し、他クラブとは奉仕委員長 

の役割が大きくないと思います。統括する部署委員会 

の自主的な活動を妨げないことに留意しております。 

※明るい例会の実施 

※クラブの活性化、その為の例会の充実、会員同士の親 

睦、出席率向上 

４．委員長としてもっとも重視していることは何ですか 

□例会の内容-１８club □クラブ運営-３７club 

□ロータリー情報-１club □会員増強-１７club 

□その他-２club 

具体的に 

◆会員数が少ない弱小クラブにとってマンパワー、経理の 

面でのクラブ 

運営は非常に厳しい。会員増強が一番の課題である。 

◆会員の自発的な奉仕活動を支援すること。 

ラオス小学校への援助。地域の子供達への相撲大会開催 

等。 

◆クラブ運営として、楽しいクラブ、ステータスのあるク 

ラブにするためプログラムの内容充実、そして情報教育 

をする。退会者なき、会員増強に向けて活動をする。 

◆クラブ運営の充実が、会員相互への信頼関係を築き委員 

会活動が活発に行われ、クラブに活力が生まれ会員増強 

につながる。 

◆会員減少のため 

◆親睦活動を通して会員・家族が明るく楽しいロータリー 

ライフを送れるようにするとともに、一般の方々にも広 

くロータリーを知ってもらうこと。 

◆年間約５０回になる例会の開催にあたり参加しやすい 

雰囲気と内容にする為にクラブの流れを確認していま 

す。 

◆クラブ運営・会員増強退会防止 

◆親睦、交流によりクラブ会員が一体となる 

◆プロクラブについて委員会を通じて魅了あるものを組 

み入れていきたい 

◆前年度より「２５周年キャンペーン」として（例会内容） 

強化、特に外部卓話と夜間例会等に新入会員できそうな 

人を誘って頂く 

◆プログラム進行・卓話を含めて、会長がリーダーシップ 

を取り、例会をスムースに進行させること。そのために 

は、各小委員会の協力が必要。 

◆会員増強と申し上げましたが、実際には、入会可能性の 

ある友人を持つ会員の方々のお手伝いをする事に意識 

しております。 

◆卓話者の推薦新会員の推薦 

◆会員各人が例会が楽しみになるような例会、金銭的にも 

安定した運営。 

新会員の確保・魅力あるクラブ。 

◆会員の活性化と相互交流活動の活性化 

◆例会がうまくいかないと出席率に影響します。よって卓 

話に力を入れて欠席者が少しでも少なくするよう頑張 

ります。 

◆例会を楽しくする、各委員会活動をサポートする。 

◆外部からの卓話者の充実 

◆会員間の親睦融和を図り年齢・経歴・ロータリー歴にか 

かわらず互恵、信頼の関係を築くこと。誰にも気軽に意 

見を言え、風通しの良いクラブにすること。 

◆各部会長とのコミュニケーションと啓蒙 

◆例会の充実、活性化、魅力あるクラブ活動を目指す。具 

体的には、出席の充実、 

メイキャップのすすめ、卓話の充実（外部講師を招くな 

ど）を考えています。 

◆出席率の向上、卓話の内容充実 

◆会員増強後に、新人とチャータ ーとの交流や勉強会を 

設け、退会を防止して行くとともに、親睦行事を通じ、 

結束を一層強めていく。 

◆現在正会員３９名です。２，３年で５０名程増えるの 

を希望しています。 

◆魅力ある例会にするにchallenge/challenge/create  

で前進する。 

（変われるものが生き残れる） 

◆クラブ内の例会活動内容と活性化をはかること。 

◆クラブの活性化を計るためにも、１人でも会員を増や 

し退会を避ける。 

◆例会がスムーズに進行するよう配慮 

クラブ奉仕の各委員会が機能しているかどうかチェ 

ック 

◆楽しい雰囲気での例会運営でなければ会員の出席は 

向上致しません。 

５．クラブ奉仕に関するご意見・ご質問があればお聞かせ下 

さい 

※クラブ運営、各会員仲良く奉仕が出来るクラブである 

ことを念じています。 

※会長エレクト、クラブ奉仕委員長としてクラブ全体を 

確認している。 

※クラブ活動が充実していれば会員増強に結びつくと 

思います。 

※新入会員獲得した時の何かポイントがあればと思い 

ます。 

※他クラブのクラブ奉仕でユニークなクラブ奉仕があ 

れば教えて欲しい。 



※例会の充実、例会を通じた親睦が最も重要だと考えま 

す。（プログラム、卓話等） 

※クラブ奉仕の名称が何回か変わっています。 

※自主性も必要であるが、クラブ運営は他クラブの運営 

を参考にしたいので、他クラブ訪問を心掛けたい。 

※多くの会員が参加できる親睦行事はないでしょうか。 

※昨今のＲＩが提唱する、ＣＬＰに於いてはクラブ奉仕 

よりクラブ管理に重きを置かれる傾向が感じられる。 

クラブ管理に偏重しすぎると、クラブが暗く重くなる 

感じを受ける。此れがかえってクラブの増強発展を妨 

げるのではないかと思う。 

※次世代のロータリアンのニーズも踏まえての奉仕活 

動の展開 

６．クラブ奉仕委員会に対する要望はありますか 

◆今後も、情報交換の場を提供を願います。 

◆各クラブの情報（クラブ奉仕活動）が欲しい 

◆ロータリーの基本理念が少しずつ希薄になっている 

ように見受けられるので地区として明確な方針を示 

してほしい。 

クラブ奉仕委員会活動計画について 

露木ガバナーの地区方針「魅力あるクラブを創る＝強いク 

ラブを創る」に則り、ロータリー活動の原点である「クラ 

ブ奉仕」を、他の４奉仕部門が、効率的な効果を上げるた 

めに円滑に運営されクラブの内外で奉仕活動が行える「奉 

仕の心」をつくり上げるために活動していきます。 

 

テーマ： 『ロータリーの心と原点を再確認し、ロータリー

の基本に返る』 

今必要とされるクラブ内の整備について 

① ロータリーを理解する（教育・研修の定期的実施） 

② ロータリーを楽しむ（ロータリーの仕組みやルールを

理解する） 

③ クラブ組織の見直し（クラブ組織の強化） 

④ 全員参加型の運営 

⑤ 各委員長の独自性に期待（委員長方針を尊重し斬新な

企画を立案） 

⑥ クラブブ全体のシステム化を推進（クラブ経費の見直

し） 

 

 

 

 

 

クラブ奉仕委員長会議 源流の会 研修資料 
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