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第1952回（本年度　第40回）例会　平成25年5月8日　－晴れ－

●司　会　　清水　宏明ＳＡＡ

●点　鐘　　横山　俊夫会長

●斉　唱　　国歌「君が代」　　奉仕の理想

　　　　　　　　　ソングリーダー　須山　文夫委員長

ゲストのご紹介　　　　　　　　　　　横山　俊夫会長

川崎大師ＲＡＣ　幹事　山口　健人様

来訪ロータリアンのご紹介　　　飯塚　元明親睦委員長

川崎ＲＣ　渡辺　一史様

会員入会祝い　　　　　　　　　飯塚　元明親睦委員長

寺尾　　巌会員　昭和46年5月11日

鈴木　昇二会員　平成16年5月12日

奥様の誕生祝い

長島　　亨会員　キヨ子様

細谷　重徳会員　やす子様

石渡　利治会員　紀美子様

清水　宏明会員　晶　子様

秦　　琢二会員　明　子様

会員の誕生祝

遠藤　悦弘会員

荒金　眞弘会員

須山　文夫会員

牛山　裕子会員

須釜　賢治会員

澤口みよ子会員

会長報告　　　　　　　　　　　　　　横山　俊夫会長

・2015-16年度　ガバナーノミニーの被指名者の確定宣

　言がありました。

　横浜ＲＣ　会員　箕田敏彦さんで決定

・ロータリーの友の19ページに野澤隆幸会員　愛用のパ

　ターの記事が掲載されています。

・社団法人川崎青年会議所より5月の例会の案内が届い

　ています。（メールＢＯＸ）

・川崎大師ＲＡＣが４月に献血推進活動を行いました。

　当日、雨模様で寒い中多くの会員の皆様にご尽力を賜

　りありがとうございます。21名の方に献血をしていた

　だきました。

幹事報告　　　　　　　　　　　　　　矢野　清久幹事

・ガバナー月信（メールＢＯＸ）

・第一グループ例会案内（回覧）

・姉妹クラブより頂いた記念品（4月30日まで展示）

　　60,200円をニコニコへ（ご協力有難うございます）

・理事会開催　13：45より会議室にて
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メークアップ

　野澤会員、林会員、増田会員、小林会員、谷澤会員、

　竹内会員、澤口会員

スマイルレポート（ニコニコボックス）

　　　　　　　　　　　　　　　　　小林 勇次副会長

大藪　善一会員

長男がやっと世界遺産の平泉毛越寺にて結婚式を行って

くれました。

野澤　隆幸会員

『ロータリーの友』5月号「私の愛用品」コーナーに図

らずも掲載されました。私の家内よりも３年程長く連れ

添っているパターです。I　LOVE　パター！

矢野　清久会員

小林さん先日は有難うございました。

牛山　裕子会員

遅刻してすみません。クラブ協議会に間に合いましたか。

小林　勇次会員

・皆様ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？

・本日鈴木(昇)さん宜しくお願い致します。

横山　俊夫会長

一年前を思い出します。鈴木エレクト、力強い次年度方

針を期待しています。

本日のニコニコのテーマ

　寒暖の差が激しいので、体調にお気を付けください。

　澤口みよ子会員、増田　昌美会員、飯塚　元明会員、

　船山　昭三会員、秦　　琢二会員、岩井　茂次会員、

　石渡　勝朗会員、中村　眞治会員、谷澤　幹男会員、

　竹内　祥晴会員、船木　幸雄会員、伊藤　佳子会員、

　竹中　裕彦会員、布川二三夫会員

委員会報告

　　　地区ローターアクト委員会　　増田　昌美委員長

　今日は川崎大師ＲＡＣの幹事の山口君が見えています。

大変頑張っていまして今地区で５クラブあります。今日

の夜ＲＡＣの例会に於いて６名の入会式があり１０名に

なります。ロータリーの友に１０名になったら掲載して

やるよというお話も伺っていましたので、野澤会員の後

にまた我がＲＡＣがロータリーの友に掲載されるのが楽

しみだなと思います。

ご挨拶　　　　　川崎大師ＲＡＣ　幹事　山口　健人様

　先日行われた楽大師の献血活動では足元天候の悪い中、

多くのロータリアンの方にお越しいただき誠に有難うご

ざいました。当日は献血者が２１名と少なくなりました

が次年度行う時には、倍の数がいける様に事前に案内な

ども流して、多くの方に来ていただけるようにしたいと

思います。

　本日１９時３０分より川崎産業振興会館にて例会を開

催いたします。新会員の入会式と横浜東ＲＣ会員の益崎

様によるローターアクトについての卓話です。皆様お越

し頂けるよう宜しくお願い致します。

第７回クラブ協議会

2013-2014年度　会長方針　　鈴木　昇二会長エレクト

　川崎大師ロータリークラブは今年度40周年を終え、41

期を迎える事になります。

　次年度は、半世紀に向けスタートの年だと考えます。

　この40年の間に、先輩諸氏が築き上げられたクラブの

歴史と伝統を尊重しつつも、時代の二一ズに沿い変革の

第一歩を踏み出したいと考えて居ります。

　ロータリー理念の上に立ち、クラブ運営をゼロから見

直し、より充実した・楽しいロータリークラブ作りをめ

ざす所存です。

出席報告　　　　　　　　　　　　　　石渡　勝朗会員
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『スローガン』

　“50周年に向け、クラブ会員が一丸となって、

　　　　「人作り・クラブ作り」を、

　　　　　　　　　　　一歩一歩確実に実践しよう”

【第一歩はクラブをゼロから見直す】

《細則の見直し》

1.委員会の見直し

2.職業指導委員会、職業情報委員会に定義をつける

3.国際親善委員会を姉妹クラブ委員会に変更する

4.未来推進委員会(地区で言う戦略計画委員会)の増設

5.同好会委員会、慶弔に関する内規、会場監督の表現の

　変更

《期首資料について》

1.職業分類の見直し

2.委員会は意義と目的を理解し、継続事業・新規事業の

　見直しを図る

《出席・増強について》

1.出席率、増強の数字だけではなく、中身を充実させる

【強い・魅力的なクラブとは】

　全会員56名一人一人が築いていくもので、会長でも理

事会でもなくただ調整役として活動するものと考えます

親睦活動においては、会員が誰とも親しく、和気あいあ

いと話せ、楽しみながら、会員相互の信頼を築く場であ

り、又、各奉仕活動では、会員個々が活動を通じ自己研

鑽を積み道徳観を高め、広く社会に貢献でき、会員の満

足度が得られる事が魅力あるクラブに成長するものと信

じます。

　魅力あるクラブは、おのずと強いクラブヘ成長するで

しょう

【強い・魅力的なクラブの特徴】

1.会員数が減らない

2.クラブの結束力が固い

3.奉仕活動が活発である

4.ロータリーに精通している会員が多い

5.例会以外にも多くの会合がある

6.出席率が高い

7.明るい雰囲気がある

8.活動に対する負担は平等である

【強い・魅力的なクラプ作りには】

《クラブの雰囲気づくり》

1.明るい雰囲気づくりに努力する

1-1　受付時タスキを着用受付担当、親睦活動委員会、

　　出席委員会

1-2　例会時私語は慎む

1-3　例会時、席次を変える

2.全会員の意見を吸い上げる

2-1　FSM等で、言いっぱなしでは無く、クラブ例会で紹

　　介する

2-2　例会、理事会、委員会等で多くの意見を引き出す

2-3　アンケートとかもあり

3.ビジターに対する歓迎意識が高い

3-1　受付時ビジターに声掛けの励行

3-2　ビジターをご案内する

3-3　ビジターに握手を求める

3-4　ビジターに接客・声掛けをする

3-5　来訪ロータリアンに記念品を寄贈する

《情報の伝達》

1.新情報が行き渡っている

1-1　会長、幹事報告は地区情報、クラブ内報告を行う

1-2　委員会報告についてはこまめに行う

1-3　地区委員は地区情報をクラブに報告する

1-4　雑誌広報担当は、ロータリーの友等の記事を紹介

　　する

《ロータリーを理解する》

1.ロータリーに精通している会員を多く育てる

1-1　地区行事に参加する

1-2　各種勉強会の開催

1-3　他クラブにメークアップする

1-4　地区に委員として出る
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2.新会員(入会3年未満)に対する教育の励行

2-1　新会員オリエンテーションの実施

2-2　新会員にアドバイザー(カウンセラー)をつける

2-3　例会時、新会員に話しかける

3.ロータリー勉強会を充実

1-1　各種勉強会の実施

1-2　委員会の開催

1-3　ローターアクト例会に出席

《活動の充実》

1.奉仕活動を活発にする

1-1　現存の活動をもう一度見直す・・趣旨、効果

1-2　活動のマンネリをなくす

1-3　新規事業を立ち上げる

1-4　楽しい活動になるよう工夫する

2.全ての活動を会員で負担する

2-1　委員長は活動の際、全員参加を呼び掛ける

2-2　委員会の中で役割分担を行う

2-3　事業は早めに例会時にアナウンスする、何回でも

《出席率の向上》

1.出席率を向上させる

1-1　会員職場の訪問

1-2　欠席が続く会員に声掛け

2.孤立している会員がいない様心がける

2-1　例会時そばの人が声掛けする

2-2　アドバイザーは極力隣の席につく

3.メーキャップが多い

1-1メークキャラバン隊を作る

1-2メークに誘う・・出席委員会が主導

《会員増強》

1.会員の増強

1-1　全会員が増強委員です

1-2　名寄せリストの見直し

1-3　退会防止に努める

1-4　ロータリーの友を地域に配布

1-5　純増4名を目標

《各ホストクラブとして》

1.３クラブ合同例会

2.４クラブ新年合同例会

3.チャリティーディナーパーティ(コ・ホストクラブ)

4.米山奨学生受け入れ

5.冑少年交換学生受け入れ

6.7クラブ合同コンペ

以上のことを、視野に入れながら理事・役員一同がそれ

ぞれの職務を精一杯頑張っていく所存です。何かと至ら

ない事も多々あるかと思いますが、会員の皆様にはご指

導よろしくお願い申し上げます。再三言いますが、全員

参加で充実したロータリーライフを送りましょう。先輩

諸氏が今日私が述べたことで何かご指摘等あれば今後の

方針に役立てていきたいと思いますのでどんどんバシバ

シ言っていただいてもいいかなと思います。次年度頑張

って行きたいと思いますのでクラブ全員のお力を頂きた

いと思います。今日はどうも有難うございました。

卓話御礼　　　　　　　　　　　　　　横山　俊夫会長

　鈴木会長エレクト有難うございました。力強い盛りだ

くさんの会長の方針ですが、基本的には４つのテストを

もう一度きちっと見直しながら一年間、４１年目を迎え

る鈴木年度をやろうという事で細かく書いてありました

が、これを実行するのも我々会員一人一人が一緒になっ

て、一丸となってやっていかなければならないと最後の

言葉だと思います。

　この後まだまだ主選理事会とかもむところがたくさん

ありますので、今の基本方針の中でご指摘があれば申し

出て下さいというお言葉もありました。スタート前が大

事だと思いますので皆さんの忌憚のないご意見を頂きな

がら進めていけるような年度にしたいというお言葉だっ

たと思います。今日は有難うございます。
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秦　琢二／竹内　祥晴／小泉　知寛
クラブ
会　報
委員会

会員卓話

「イニシエーションスピーチ」中村　孝会員

「新会員オリエンテーション資料について」

　　　　　　　　　　　　　　　牛山　裕子会員

日時：平成２５年５月２２日(水)は通常例会です。


