第 1246 回
【点

例会記録

平成 30 年 8 月 10 日（金）

鐘】

大野 勉 会長

【例会場】

ホテルモリノ

【S .A.A .】

長瀬 敏之 委員

【ソ ン グ 】

S.A.A 委員長 鈴木 昭弘

ロータリーソング『それでこそロータリー』

【ゲスト・ビジター紹介】

大野 勉 会長

◆横浜中 RC 齋藤栄一様（写真右）
◆米山奨学生 ミカル君

ミカル君、夏休み一時
帰国のお小遣いです。

【来客ご挨拶】
地区大会のご案内

５．川崎市麻生区

「本日は地区大会の参画のお願いに参り

少年野球連盟より

ました。今年度は、横浜パシフィコにて、
11 月 9 日が会長幹事会、講演、拡大増強セミナーなどです。今

『第 41 回麻生区

回、チャリティー晩餐会は中止して、７時より RI 会長歓迎晩餐会

学童軟式野球秋季大会』のお知らせ

が行われます。10 日は全員参加で、1F で行われ第 15 代裏千家
の方（京都のパストガバナー）の記念講演があります。どうぞ宜しく
お願い申し上げます。」

【会長報告】

大野 勉 会長

１．ロータリー財団より
2018-19 年度「寄付・ロータリークラブの手引き」完成の連絡

【幹事報告】

青戸

慶太 幹事

◆川崎西北 RC より
創立 45 周年記念誌が届く
◆例会変更
川崎南ＲＣ

9/18（火）、10/9（火）、10/30（火）休会

【出席委員会】

２．ガバナー事務所より

親松

明

クラブ奉仕 委員長

例会数

会員

出席

欠席

1246 回

32

25

7

○10 月は米山月間につき卓話の企画依頼

1245 回

32

27

6

1

84.4％

○地区大会記念 西日本豪雨災害支援チャリティーゴルフ

1244 回

32

27

6

2

87.5％

○クラブ米山記念奨学委員長会議の案内
2018 年 9 月 13 日（木）15:00～17:00

大会の案内

メモワールプラザ

修正

出席率
78.1％

10 月 15 日磯子 C.C.

３．川崎西 RC より 第 3G 第 2 回会長幹事会開催のお知らせ

【ニコニコ委員会】
第 1246 回(件数)

９月１９日(水) 18:00～ ホテル KSP１F「椿の間」
４．第６８回“社会を明かるくする運動”（麻生区） 寄付の依頼

杉山 遼 委員長

ニコニコ

第 １２４７ 回 例会 ８月２４日（金）納涼家族会
第 １２４８ 回 例会 ９月 ７日（金）委員長会議報告
第 １２４９ 回 例会 ９月１４日（金）委員長会議報告、

24 件

合 計
￥24,000

ホテルモリノ
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

●お客様

【クラブ研修委員会】

◇齋藤栄一様 （横浜中RC）

今回は、久しぶりの「一口メモ」を配ら

【地区大会参加のお願いに伺いました。宜しくお願いします。】

鈴木 憲治 委員長

せていただきました。これは、過去に

●会員

卓話をしましたレジメの一部分です。

◇大野勉会長【横浜中ＲＣ齋藤様、本日はよろしくお願いします。】

「今必要とされるクラブ内の整備につ

◇青戸慶太幹事【同上】

いて」

◇梶俊夫会員【暑いです。休みが多くてスミマセン】

① ロータリーを理解する。（教育、研
修の定期的実施）

◇鈴木憲治会員【また再び暑くなりました。水分をとりましょう】
◇鈴木眞一会員【大野会長、モリノビアホールありがとうござい
ました。】

② ロータリーを楽しむ。（四つのテストの好意と友情を深める）
異業種の交流ですので、相手を知り職業を知り、人間を知

◇臼井勉会員 ◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員

り友情を深めるということです。一時期、会員17,8名になりま

◇親松明会員 ◇川崎航会員 ◇木村基会員

したが、微力を尽くしてクラブの活性化をはかり、若い人た

◇志村幸男会員 ◇杉山遼会員 ◇鈴木昭弘会員

ちに奉仕活動に参加していただき、今に至りました。その中

◇長瀬敏之会員 ◇中山隆弘会員 ◇花輪孝一会員

で、ロータリーを楽しむのは必要な事です。当時のことを考

◇森茂則会員 ◇森啓伊会員 ◇門間亜砂子会員

えると、もっと純粋に親睦を図ってもいいのではないかと思

◇山下俊也会員 ◇雪井洋子会員 ◇蓬田忠会員

います。

以上、ご協力ありがとうございました。
【ロータリー財団委員会】

山下

第 1241 回(件数)
Ｒ.財団

2件

合 計
￥12,200

ご協力有難うございました。

【クラブ青少年奉仕委員長会議 報告】 鈴木眞一 委員長
日時：2018.08.03

の導入を本格的に検討。クラブの組織を強化するため、奉

俊也 委員長

◇蓬田忠会員【やむなく妻の両親の墓参りに行ってきました】
◇山下俊也会員

③ クラブ組織の見直し（CLP＝クラブリーダーシッププラン）
仕部門の統合を図るなど、いろいろあります。
④ 全員参加型の運営
⑤ 各委員長の独自性に期待（新しい試みをしてもらいたい）
⑥ クラブ全体のシステム化を推進（ITを駆使して運営を楽に
する）
⑦ 例会の運営には、プログラムの充実が重要（忙しい方々が

場所：ソシア21

例会に出席するのですから、メリットが必要で重要）

会議はプログラムに沿って始まり、ガ

⑧ 奉仕活動実践の具体的目標を設定

バナーの挨拶などに続いて、各項目

ぜひ、大野会長のリーダーシップで、我々を引っ張って頂きた

についての一通りの話しの後、ロータ

いと思います。

ーアクト（横浜の中学校）の活動につ
いてお話しがあり参考になりました。

【四つのテスト】

「私ごとですが来週、バハマのロ

どういうことをしているか、などスライドで分かりやすい説明があ

ータリークラブを訪問し、初の海

りました。次に青少年交換派遣学生で、昨年フランスに派遣さ

外メーキャップをする予定です。

れた方の体験談を話されました。
最後はRYLAについてです。ロータリーに関係している18歳か

川崎 航 会員

またご報告したいと思います。」

【点

鐘】

大野 勉 会長

ら３０歳までの青年が参加するイベントで、一泊二日での参加
です。この体験談を話されたのは、ロータリアンの会社の従業
員で、4月から新入社員として入社する方の研修としてRYRA
に参加して勉強してきた方です。これは、録音がありますので
お聞きください（音声が流れる）。青少年奉仕で一番入りやす
いのが、RYRAでではないかと発表した方が述べていました。
麻生RCでもこのようなケースで参加したらいいのではないかと
思いました。ぜひ新入社員の研修としてお奨めします。
今年度のRYRAは、2月9日～10日で、話しの中心は、「下町ボ
ブスレー」ということで、面白そうな話題です。ぜひよろしくお願
いいたします。有難うございました。

【会 報 委 員 会 】
文責：門間亜砂子 委員
写真：川崎航 委員長

