第 1243 回
【点

例会記録

鐘】

平成 30 年 7 月 20 日（金）

S.A.A 委員長 鈴木 昭弘

大野 勉 会長

【例会場】

ホテルモリノ

【S .A.A .】

鈴木 昭弘委員長

【ソ ン グ 】

ロータリーソング『我等の生業』

【ゲスト・ビジター紹介】

大野 勉 会長

◆第３グループガバナー補佐 大友 憲子様(川崎高津南 RC)
◆齊藤 義弘様(川崎西北 RC 会長)

ハグでご挨拶！

２．川崎西北 RC より移動例会の案内

◆片寄 優子様(川崎西北 RC 幹事)

8 月 30 日(木)納涼親睦家族会 ホテルモリノ新百合ヶ丘

【来客ご挨拶】

17:30 点鐘 18:30～ハワイアン＆食事
３．麻生区役所地域振興課より

〇第３G ガバナー補佐 大友憲子様
「今年度が始まり、金子ガバナーとのパ

第３９回市内統一美化活動実施の案内

イプ役として努めてまいります。一年間

４．タウンニュースより暑中見舞い広告の案内（お知らせ）

どうぞよろしくお願いいたします。」

掲載日 ７月 27 日号(予定)

〇川崎西北 RC 会長 齊藤義弘様、同幹事 片寄優子様

【幹事報告】

青戸

慶太 幹事

★活動計画書
○川崎高津RC ○川崎RC ○川崎大師RC
○川崎鷺沼RC ○川崎とどろきRC
○川崎中RC

★会報着
○川崎中RC・第2189回4/3 ～第2199回6/26
「当クラブは現在会員25名ですが、大野会長と同じように再来年
の会長は２回目となりそうです。お互いのクラブにとっても会員増
強は急がれております。頑張っていきたいと思います。」

【会長報告】

大野 勉 会長

１． ガバナー事務所より
平成 30 年 7 月西日本豪雨」被災地への義援金協力依頼
会員一人当たり 1,000 円以上 期限：8/10

○川崎とどろきRC・第898回4/2 ～第906回6/18

★例会変更
○川崎RC 8/9(木)休会(祝日扱い)
8/16(木)休会
8/30(木)休会
※第一例会でお渡しした今年度のロータリーバッジをまだ受け
取っていない方は、お申し出ください。

第 １２４４回 例会 ７月２７日（金）新会員歓迎会
第 １２４５回 例会 ８月 ３日（金）理事役員会②,米山奨学生卓話
第 １２４６回 例会 ８月１０日（金）委員長会議報告

『獅子丸』新百合ヶ丘店
ホテルモリノ
ホテルモリノ

［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：044-953-5111
［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 5 金曜日 休会または移動例会,他 連絡先：川崎麻生ロータリークラブ事務所 TEL：044-951-1322

【出席委員会】

佐藤 達弥 委員長

例会数

会員

出席

欠席

1243 回

32

29
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1242 回
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27
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1195 回

32

28
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【ニコニコ委員会】

出席率

事は後日コピーを皆様にお渡しいた

90.6％

します。その後、事例発表が５クラブ

3

93.8％

からあり、「魅力あるロータリークラブ

4

100％

修正

宇津木 茂夫 委員

第 1243 回(件数)
ニコニコ

合 計

29 件

など意欲的に話されました。詳しい

￥29,000

●お客様

をつくるための取り組み方」を発表し
ていただきました。その中で、会員
数の目標をはっきりと決めることが活
数の目標をはっきりと決めることが活性化に繋がるのではない
性化に繋がるのではないかと思いま
かと思いました。当クラブでもあと３名の目標を掲げていますの
した。当クラブでもあと３名の目標を
で、皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。
掲げていますので、皆さんのご協力
【ロータリー 一口メモ】
鈴木 憲治 研修委員長
をよろしくお願いいたします。
〇ご報告

◇大友 憲子様 （川崎高津南RC）
【本日は表敬訪問にお伺い致しました。一年間宜しくお願
い致します】

青少年派遣学生の竹尾光君が7月
18日にフランクフルトから元気に帰

◇齊藤 義弘様(川崎西北) ・ ◇片寄 優子様（川崎西北）
【本日は、年度始めのご挨拶に参りました。どうぞ宜しくお願
い致します】

ってきました。迎えには行かれなか
ったのですが、本人から帰国の挨
拶がありました。本日の例会には、

●会員

学校の終了式と重なり来られないとのことでしたが、親睦の行

◇大野勉会長、◇青戸慶太幹事

事に招いて帰国の歓迎をしたいと思います。

【第3Gガバナー補佐大友憲子様、西北RC齊藤会長、片
寄幹事いらっしゃいませ】

〇「会員増強の好循環サイクル」について

◇梶俊夫会員【じゃがいも、玉ねぎ販売しています。宜しくです】
◇志村幸男会員【第3Gガバナー補佐大友憲子様、西北RC齊
藤会長、片寄幹事いらっしゃいませ】
◇杉山遼会員、◇鈴木昭弘会員、◇鈴木憲治会員【同上】
◇長瀬敏之会員、◇花輪孝一会員 【同上】
◇臼井勉会員 ◇碓井美枝子会員 ◇宇津木茂夫会員
◇梅澤馨会員 ◇親松明会員 ◇川﨑航会員
◇木村基会員 ◇木村良三会員 ◇黒木啓太郎会員

会員増強のためには、「クラブの活性化」が大事なことです。当

◇佐々木範行会員 ◇佐藤達弥会員 ◇鈴木眞一会員

クラブは、前々年度より会員関係者に声を掛けて若い会員に

◇鈴木豊成会員 ◇中山隆弘会員 ◇森茂則会員

入っていただきました。「クラブの活性化」は「魅力のあるクラブ」

◇森啓伊会員 ◇門間亜砂子会員 ◇山下俊也会員

に繋がります。20年、30年後を見据えて、今年度は入会間もな

◇雪井洋子会員 ◇蓬田忠会員

い若い会員に委員長になっていただきました。それによって対

以上、ご協力ありがとうございました。
【親睦家族委員会】

木村 良三 委員長

来週の移動例会のことを再度、ご案内いたします。
7月27日（金）18：00～例会、その後木村基会員と米山奨学生
ミカル君の歓迎会。場所は九州料理『獅子丸』新百合ヶ丘店、
区役所向かい側に新しく出来たビルの２階です。よろしくお願
いいたします。
【委員長会議報告】

外イメージを向上させることだと思い、我がクラブの特徴をアピ
ールでき会員増強に繋がると思います。入会していただいたら
クラブ内での研修を充実させ活性化を図ります。
このような流れが、「会員増強の好循環サイクル」です。
大事なことは、親睦と奉仕のバランスをとりながら、地域に貢献
するクラブであることを認識してもらうことだと思います。現在は
良い方向で進んでおりますので、さらに充実させたいと思って
おります。

大野 勉 会長

昨日（7/19）横浜ベイシェラトンで行われた「クラブ基盤管理委
員会パートⅠ」へ親松クラブ奉仕委員長と行ってまいりました。
始めにパストガバナーの挨拶とメッセージがありました。戦略委
員長の高良パストガバナーのお話しがあり、組織の基盤つくり

【四つのテスト】

志村 幸男 会員

【点

大野

鐘】

勉 会長

【会 報 委 員 会 】
文責 ： 川﨑 航 委員長

写真 ： 志村 幸男 委員

