
第１２８６回例会 ８月 ２日（金）入会式、自己紹介   ホテルモリノ  

第１２８７回例会 ８月 ９日（金）クラブ協議会     ホテルモリノ 

第１２８８回例会 ８月２３日（金）納涼会        ホテルモリノ 

 

 

 

【点  鐘】                親松 明 会長 

【例会場】         ホテルモリノ８F『椿の間』

【S. A . A.】                鈴木 豊成 委員長 

【ソング 】        ロータリーソング『四つのテスト』 

【ゲスト・ビジター紹介】         親松 明 会長 

◆赤本 昌応 様 （川崎百合丘ＲＣ） 

◆大石 佳（このむ）様（野村證券㈱新百合ヶ丘店 新支店長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会長報告】               親松 明 会長 

1. ガバナー事務所より 

○クラブ基盤管理セミナーPART Ⅱ 開催の案内。 

８月 22 日(木) 15:00～18:00 ソシア２１ 

※宇津木幹事・鈴木憲治雑誌広報委員長 出席予定。 

○2020-21 年度Ｒ青少年交換プログラム休止の連絡。 

○ガバナー月信 3～12 号に掲載の、『我がクラブ紹介』と題 

して、会長への執筆依頼が届く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○米山奨学生 夏季レクリエーション 

の案内。 9 月 8 日(日) 7:40～  

横浜ロイヤルパークホテル 

２. 2019-20 年度 横浜東ローターアクト 

8 月第 1 例会の案内。８月７日（水） 

20:00～21:30 ホテルキャメロット 

３. 訃報 川崎百合丘ロータリークラブ山口篤会員のご母堂様 

通夜７月２５日(木)18:00～ 告別式７月２６日(金) 10:30～ 

常念寺 栗平会館 

４．横浜市営地下鉄３号線延伸早期完成期成同盟会より、役

員会資料が届く。 

５．米山奨学生ミカル君、８月１日 (木)～２５日 (日 )迄 帰国予定。 

次の例会出席は８月第５例会  ガバナー公式訪問の８ /30。  

【幹事報告】   宇津木 茂夫 幹事 

★例会変更 

◎川崎幸ＲＣ ◎川崎北ＲＣ ◎川崎大師 

ＲＣ ◎川崎とどろきＲＣ ◎川崎中ＲＣ 

★会報着 

◎新川崎ＲＣ 第1152回（7 /10） 

◎川崎とどろきRC 第932回（4 / 1）～第939回（6 /17） 

★8月9日（金）13時45分からのクラブ協議会へ出席対象者の

委員長は、ご出席ください。 

 

 

 

 

 

 

［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 

第 1285回 例会記録 2019年 7月 26日（金） S.A.A 委員長 鈴木 豊成 

 

  

 

赤本  昌応 様               大石 佳（このむ）様 

 

木村基会員の挨拶→ 

『京都へ転勤することとなりました。１年

間と短い期間でしたが、お世話になりま

した。後任の大石支店長は群馬の太田

ＲＣに４年３か月在籍していましたので

私よりロータリー歴は長いです』 

 

 



【出席委員会】           門間 亜砂子 委員長 

例会 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1285 回 31 27 4  87.1％ 

1284 回 31 24 7 ３ 84.4％ 

1283 回 31 19 12 9 90.3％ 

 

 

 

 
 

【ニコニコ委員会】             梅澤 馨 委員長 

 第 1285 回(件数) 合 計 

ニコニコ    22 件 ￥22,000 

●お客様 

◇川崎百合丘RC 赤本昌応様 【本日はお世話になります】 

●会員 

◇親松明会長【暑くなりました。転ばぬ先の杖を買いました】 

◇鈴木眞一会員【7月31日からモリノビアホールが始まります。

今年も宜しくお願いします】 

◇宇津木茂夫幹事 ◇青戸慶太会員 ◇碓井美枝子会員 

◇梅澤馨会員◇梶俊夫会員 ◇木村基会員  

◇木村良三会員◇佐々木範行会員 ◇佐藤達弥会員  

◇杉山遼会員◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木豊成会員  

◇長瀬敏之会員◇中山隆弘会員 ◇森茂則会員  

◇森啓伊会員◇門間亜砂子会員 ◇山下俊也会員  

◇雪井洋子会員     以上、ご協力ありがとうございました。 

【R 財団委員会】           佐藤 達弥 副委員長 

〈第 1285 回〉 １件 ￥1000 ◇山下俊也会員 

 

 

 

 

【米山記念奨学委員会】         木村 良三 委員長 

 第 1285 回(件数) 合計 

米山記念奨学 2 件 ¥11,000    

◇木村良三会員 ◇森啓伊会員       

ご協力有難うございました。 

【前年度出席委員会】       佐藤 達弥 前年度委員長 

前回欠席された前年度出席 100％の梅澤馨会員を表彰いた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クラブ奉仕委員長会議報告】  蓬田 忠 クラブ奉仕委員長 

7月8日に拡大増強セミナーに、 

7月18日にクラブ奉仕委員長会議 

に行って参りました。 

◆拡大増強セミナーでは、2780地 

区の松下様が講演をされ、『異端者 

が変える未来のロータリークラブ』と 

いうことで話されました。異端者とは若い世代の会員（若者）、

と(馬鹿者)の発想、もう一つは（よそ者）、今までになかった経

歴、職業など。このように極端な発想をしないと、中々増強に

つながらないとのお話でした。逆にサクセスシンドロームのよう

にクラブの安定に甘んじると、自己満足に陥るなどの弊害がで

て新しいことにチャレンジしなくなり、活性化しなくなって退会

者が出るようになるとのことです。 

その後グループに分かれ、ディスカッションが始まり、各テーブ

ルごとに発表しました。若い会員や女性会員の入会を目指し、

若い方の考えに添ったやり方をして、それが増強につながると

いう意見でした。 

◆クラブ奉仕委員長会議では、2590地区は30名前後の会員

数が少ないクラブが多く、委員会を細かく分けずに大きくまと

めてもいいのではないかということでした。委員会を減らすので

はなく、効率化を図るということのようです。 

小人数クラブにおけるC（クラブ）、L（委員長）、P（計画）とは、

複数の委員で知恵を出し、優先した活動計画を絞り、それが

活性化につながり、増強につなげる戦略の一つだそうです。 

◆またメークアップに数人で行くことは、他のクラブでもよく行

われています。ぜひ応用していた 

だきたいです。 

 

 

 

 

【四つのテスト】                     木村 基 会員 

【点  鐘】                       親松 明 会長 

【会報委員会】 

◇文責：佐藤 達弥 委員 ◇写真：円城寺 広明 委員長 

  

←門間 亜砂子 

出席委員長             

 

梅澤 馨→ 

ニコニコ委員長 

  

←佐藤 達弥 

R 財団副委員長             

 

木村 良三→ 

米山記念奨学会 

委員長 

 
梅澤馨会員（左） 前年度出席 100％、14回目 

 

 

転勤のため退会される 木村基会員 

最後の「四つのテスト」 


