
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ［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 

 

【【【【点点点点    鐘鐘鐘鐘】】】】                                                                        山崎山崎山崎山崎会長会長会長会長    

【【【【例会場例会場例会場例会場】】】】                                                        ホテルモリノホテルモリノホテルモリノホテルモリノ    

【【【【ソングソングソングソング】】】】              梶梶梶梶 SAASAASAASAA 委員長委員長委員長委員長    

    四つのテスト 

【【【【ゲスト・ビジターゲスト・ビジターゲスト・ビジターゲスト・ビジター】】】】           山崎山崎山崎山崎会長会長会長会長    

○長戸 はるみ様（第 3グループガバナー補佐） 

○ミアンさん（米山奨学生） 

 

【【【【会長報告会長報告会長報告会長報告】】】】                                                                    山崎山崎山崎山崎会長会長会長会長    

1. 第 2520 地区 2010-2011 年度樽山直樹ガバナーより、

東日本大震災ご支援のお礼が、届いております。 

 

【【【【幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告】】】】                                                        鈴木豊成鈴木豊成鈴木豊成鈴木豊成幹事幹事幹事幹事    

1.1.1.1.文書着文書着文書着文書着    

◆川崎大師RC 

  平成23年8月17日（水）休会 

 

◆川崎マリーンRC 

  平成23年8月11日（木）休会 

    

◆新川崎RC 

  平成23年8月10日（水）昼例会に変更 

  平成23年8月17日（水）休会 

  平成23年8月24日（水）親睦納涼例会 

       点鐘：17時30分 

       場所：みやだい倶楽部 

  平成23年8月31日（水）昼例会に変更 

    

◆川崎鷺沼RC 

  平成23年7月27日（水）早朝例会 

       点鐘：8時 

       場所：ホテルメッツ溝の口 

  平成23年8月11日（木）休会 

第 926 回例会 7 月 29 日(金) 理事役員会② 納涼会 場所：イタリアンレストラン アベーテ 

第 925 回例会 8 月 5日(金) ガバナー公式訪問 場所：ホテルモリノ 

◆川崎西RC 

  平成23年8月12日（金）休会 

 

◆川崎多摩RC 

  平成23年7月28日（木）夜間例会 

       点鐘：18時30分 

  平成23年8月11日（木）休会 

  平成23年8月25日（木）移動例会 

       点鐘：18時 

       場所：東京JAPAN税理士法人内 5階 

 

◆横浜東RC 

  平成23年8月  5日（金）移動夜間例会 

            引続き懇親ビアパーティー 

       点鐘：18時 

       場所：レストラン「ビアポート」 

  平成23年8月12日（金）休会 

 

 

2.2.2.2.会報会報会報会報のののの受領受領受領受領    

  ・川崎RC       第2957回〜第2963回    

  ・川崎中央RC     第1178回〜第1186回 

  ・川崎マリーンRC   第 854回〜第 860回 

 

3333....クラブクラブクラブクラブ活動計画書活動計画書活動計画書活動計画書のののの受領受領受領受領    

  ・川崎大師RC 

  ・川崎中央RC 

  ・川崎マリーンRC 

 

第 925 回 例会記録 平成 23 年 7月 22 日（金） S.A.A 委員長 梶 俊夫 



 

 
 

【【【【前年度前年度前年度前年度 100%100%100%100%皆出席賞皆出席賞皆出席賞皆出席賞】】】】                長瀬前年度出席委員長長瀬前年度出席委員長長瀬前年度出席委員長長瀬前年度出席委員長    

20202020 回回回回➔➔➔➔安藤優会員・親松明会員・鈴木憲治会員 

16161616 回回回回➔➔➔➔長瀬敏之会員 12121212 回回回回➔➔➔➔平澤兼一郎会員 

11111111 回回回回➔➔➔➔安藤則雄会員 8888 回回回回➔➔➔➔梅澤馨会員 

7777 回回回回➔➔➔➔大野勉会員・鈴木眞一会員 

6666 回回回回➔➔➔➔河島光男会員 5555 回回回回➔➔➔➔山崎弘子会員山下俊也会員 

 
◇第3グループガバナー補佐長戸はるみ様（川崎高津南RC 

 「今年度第 3G ガバナー補佐となりました川崎 

高津南 RCの長戸はるみでございます。今年度一年 

間宜しくお願いします。本来でしたら月初めに表敬 

訪問の予定でしたが、今日クラブ協議が有ることで 

これから始まるクラブ協議会で宜しくお願いします。 

【【【【出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会】】】】                                                        尾作弘委員長尾作弘委員長尾作弘委員長尾作弘委員長    

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 925 回 21 19 2 - 90.48％ 

第 924 回 21 15 6 3 85.71％ 

第 923 回 21 20 1 1 100％ 

 

【【【【ニコニコニコニコニコニコニコニコ委員会委員会委員会委員会】】】】                                                志村幸男委員志村幸男委員志村幸男委員志村幸男委員    

  第 870回（件数）   合 計 

ニコニコ     17 件       ￥21,000 

●お客様 

◇第3グループガバナー補佐長戸はるみ様（川崎高津南RC） 

 

 

●当クラブ 

◇山崎弘子会長「長戸ガバナー補佐宜しくお願い致します。」 

◇鈴木豊成幹事「長戸ガバナー補佐本日宜しくお願い致します。」 

◇安藤優会員◇梅澤会員◇梶会員◇志村会員◇長瀬会

員◇鈴木憲治会員◇鈴木眞一会員◇平澤会員◇山下

会員◇蓬田会員「長戸ガバナー補佐本日宜しくお願い

致します。」 

◇大野勉会員「長戸ガバナー補佐本日はようこそ。」 

◇親松明会員「マゴが3.5人になりました。12月予定です。」 

◇コメント無しの方々 安藤則雄会員・森会員 

    以上、ご協力ありがとうございます。 

 

【【【【ロータリーロータリーロータリーロータリー財団財団財団財団】】】】                                                    梅澤梅澤梅澤梅澤委員長委員長委員長委員長    

  第 925 回（件数）   合 計 

R ・ 財 団     2 件       ￥16,400 

 ◇鈴木憲治会員「長戸 G 補佐の来会を祝して」 

 ◇親松明会員 

【【【【米山記念奨学米山記念奨学米山記念奨学米山記念奨学】】】】                                                鈴木憲治委員長鈴木憲治委員長鈴木憲治委員長鈴木憲治委員長    

  第 925回（件数）   合 計 

米山奨学     2 件       ￥30,000 

 ◇鈴木憲治会員「長戸 G 補佐の来会を祝して」 

◇親松明会員「次男にやっと子供ができました12月とのことです。」 
 

【【【【地区拡大地区拡大地区拡大地区拡大・・・・増強増強増強増強セミナーセミナーセミナーセミナー報告報告報告報告】】】】                        長瀬増強委員長長瀬増強委員長長瀬増強委員長長瀬増強委員長    
      平成 23 年 7 月 11 日 開催 

「地区方針」 

○会員増強が源、クラブの力になり、組織の力になります。 

・各クラブ純増1名以上。 

クラブ全会員が増強委員のつもりでお願いします。 

 
◎会員増強は、クラブ自身の活性化のために、クラブ全会員
で実践するように喚起して下さい。クラブの活性化がロータ
リ一の理想 「世界平和」の推進となります。 

* 増強活動は、クラブへの奉仕、世界平和推進への奉仕とな
ります。 
◎地区方針は純増 1名以上ですが、クラブとして必要と思わ
れる会員数を中・長期的目標として頂き、今年度で1人でも
多くの増強をお願いします。 
◎会員増強は会長や担当委員会を先頭に、クラブ全会員が取
り組むことが極めて重要です。その為に、クラブ全会員が｢ロ
ータリ一の魅力｣｢ロ一タリ一の心｣をお伝えできることが必
要です。 

素晴らしいロータリーライフを多くの方々にも分け与えて
下さい。 

* 職業の代表者としてお誘いすることも大切です。(職業分類) 

 
◎全員増強をテーマにしたクラプ協議会を開催して、効果的
な増強活動方法を検討して実行して下さいますようお願い
します。 
－退会防止－ 

◎退会防止はクラブの沈滞化を防ぐために極めて大切なこ
とです。会員減少はクラプの活気をなくし、奉仕活動も沈滞
化します。楽しく意義あるクラブ作りが必要です。 

 

 

RI2590 地区第 3 グループガバナー補佐長戸はるみ様

の就任挨拶 

山崎会長より米山奨学生ミアンさんへ今月末にベトナム

に一時帰国するため 8 月の奨学金の贈呈をした。 



 
◎新会員の退会防止には、入会時のオリエンテーションと入
会後のオリエンテーション担当会員が親切にロータリーを
教えることが大切です。また、入会時の軟迎も大切で、いか
に入会してもらい育んでいるかを伝えることが大切です。 

クラブの入会式のあり方を再検討することもお願い致しま
す。 

*ロータリー情報の重要性。 
☆地区委員会としては、地区大会において今年度入会の新会
員全員にスポットの当たるプログラムを組み込んで頂くべ
く企画を立て、現在関係者と検村中です。ご期待下さい。 
★素晴らしい口一タリーライフを多くの方々に分け与えて
下さい。 
 
クラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラム        
【【【【職業分類職業分類職業分類職業分類・・・・増強増強増強増強・・・・会員選考員会会員選考員会会員選考員会会員選考員会】】】】                    長瀬委員長長瀬委員長長瀬委員長長瀬委員長    
クラブ会員数に置いて、当クラブは創立当初 33 名でスタ
ートし、7 年間は 33 名以上が所属し 8 年目から減少、10
年目に 25 名になったが、15 年目には 30 名に回復、そして
20 年目には 21 名に減少しています。当クラブの増減の周
期が 5 年おきになっています。これからの 5 年は会員増強
に力点をおき、五年前の 30 名に会員数を復活させるため
会員全員が増強に努めていただきます。 
職業分類については、当クラブのテリトリーにロータリー
クラブの提唱する職業がどのように存在するか、調べねば
ならないが、ロータリーの地域社会に貢献する別個な事業
または専門職務としているので未充填分類表つくりはこ
れから策定していきますので、まずは、増強をしていきま
す。この時勢において、増強は非常に困難と思われますが、
同じテリトリーに置いて親クラブの百合丘ロータリーは
着実に増強していることを直視していただきたい。当クラ
ブの増強は、平成 18 年 6 月に入会をあとに、この 5 年間
一人の入会がない事を頭に焼き付けてください。会員みん
なが、真剣にこの増強活動に取り組んでいただかないと、
クラブの存続が危うくなることは、明白なことと、会員皆
さんは感じているはずです。 
会員増強にはいろんな情報、手づるがなければ行うことは難
しいですが、会員皆さんは地区内のいろいろな会に所属して
おられますから、その辺から、探っていけば会員候補者にた
どりつくのではないでしょうか、また、家族、子女からの情
報、特に若い会員を見つけるには、子女の情報が有効な手立
てとなるはずです。今まで、増強のクラブフォーラムで会員
候補者があがっても、次の年度に繋がらないことがあるので、
今年度、勧誘記録簿を作りましたので、会員一人一人に候補
者を探し出していただき、入会にいたるまで、勧誘記録をつ
けていただき、次年度・次々年度に渡って諦めず、勧誘して
いただききます。勧誘記録簿は、本日配布いたしますが、各
自、候補者を探していただき、8 月 5 日のガバナー公式訪問
時に第一回目の回収を致します。また、記録簿は常時、配布
と提出を受けます。その後の、勧誘状況を月一回位報告して
いただき、勧誘記録簿に記録していきます。 1 回 2 回の勧
誘で断られてもあきらめず、しつっこく勧誘してみてはいか
がでしょうか。 
 
 
【【【【四四四四つのテストつのテストつのテストつのテスト】】】】                                                        尾作弘会員尾作弘会員尾作弘会員尾作弘会員    

【【【【点鐘点鐘点鐘点鐘】】】】                                                                山崎弘子会長山崎弘子会長山崎弘子会長山崎弘子会長    

【【【【会報委員会会報委員会会報委員会会報委員会】】】】                                                    文責文責文責文責    長瀬長瀬長瀬長瀬    敏之敏之敏之敏之    

 

 

 

 

 

 

2011-2012 川崎麻生ロータリークラブ ガバナー補佐と

のクラブ協議会 左より長戸ガバナー補佐・山崎会長・

碓井会長エレクト 

クラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラム        

職業分類・増強・会員選考員会     長瀬委員長 

米山奨学生のミアンさん

が拓殖大大学院の広報

紙で紹介されました。 


