
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ［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】】】】                                                                    碓井会長碓井会長碓井会長碓井会長    

    

【【【【例会場例会場例会場例会場】】】】                                百合百合百合百合ヶヶヶヶ丘丘丘丘カントリーカントリーカントリーカントリー倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部    

    

【【【【ソングソングソングソング】】】】             山下山下山下山下 SAASAASAASAA 委員長委員長委員長委員長    

                    四四四四つのテストつのテストつのテストつのテスト    

 

【【【【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】】】】           碓井会長碓井会長碓井会長碓井会長    

○三田 みよ子様（東京多摩グリーン RC） 

○安藤 亨会長（川崎百合丘 RC） 

 今年度、川崎百合丘 RC会長を務めることになりまし

た安藤です。そして幹事の中島です。どうぞよろし

くお願いします。 

 当クラブも 5名減りまして、38 名の会員になりまし

た。しかし何とか増強をして 40名にしたいと思って

おります。身の丈に合ったクラブ運営をしたいと思

います。 

○中島 健児幹事（川崎百合丘 RC） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 972 回例会 8 月 3日(金) 理事役員会② クラブ協議会 場所：ホテルモリノ 

第 973 回例会 8 月 17 日(金) 招聘卓話（麻生警察署長 佐藤 美幸氏） 場所：ホテルモリノホテルモリノホテルモリノホテルモリノ 

【【【【会長報告会長報告会長報告会長報告】】】】                                                            碓井会長碓井会長碓井会長碓井会長    

1. クラブ米山奨学委員長会議開催のご案内が届いてい

ます。 

 日時：8月 21 日（火）15 時～17時 

 場所：メモワールプラザソシア 21 

2.米山奨学生・学友夏季レクリエーションのご案内が届

いています。 

 日時：9月 9日（日） 

3. 2011-12 年度 R青少年交換派遣学生帰国報告会並びに

2012-13 年度来日学生歓迎会開催の件が届いています。 

 日時：9月 1日（土）14 時～17 時 

 場所：横浜駅西口「横浜西公会堂」 

 

【【【【幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告】】】】                                                                志村幹事志村幹事志村幹事志村幹事    

1.1.1.1.文書着文書着文書着文書着    

◆川崎大師RC 

  平成24年8月15日（水）休会 

◆川崎中RC 

  平成24年8月14日（火）休会 

  平成24年8月28日（火）例会、情報集会終了後懇親会 

    点鐘：17時30分 

場所：ホテル精養軒 

◆川崎とどろきRC 

  平成24年8月13日（月）休会 

  平成24年8月27日（月）➔30日（木）に変更 

   点鐘：17時 

   場所：会員宅 

◆川崎多摩RC 

  平成24年8月16日（木）休会 

  平成24年8月30日（木）ガバナー公式訪問の為 

   点鐘：12時30分 

◆横浜あざみRC 

  平成24年8月15日（水）休会 

    

第 971 回 例会記録 平成 24 年 7月 27 日（金） S.A.A 委員長 山下 俊也 

川崎百合丘 RC 

安藤会長・中島幹事様 

東京多摩グリーン RC 

 三田みよ子様 



    

2.2.2.2.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    

  ・川崎西 RC 

  ・川崎高津 RC 

 

8888 月月月月 3333 日日日日（（（（金金金金））））はクラブはクラブはクラブはクラブ協議会協議会協議会協議会をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

【【【【出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会】】】】                                                                梶委員長梶委員長梶委員長梶委員長    

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 971 回 19 15 4 - 78.95％ 

第 970 回 19 15 4 2 89.47％ 

第 969 回 19 14 5 2 84.21％ 

 

【【【【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】】】】                                                        親松委員親松委員親松委員親松委員    

  第 971回（件数）   合 計 

ニコニコ    14 件       ￥18,000 

●お客様 

 川崎百合丘 RC 

  安藤会長・中島幹事 

  表敬訪問で参りました。本年度 1年間よろしくお願い

します 

●当クラブ 

◇碓井会長【百合丘 RC 安藤会長、中島幹事、東京多摩

グリーン RC 三田様ようこそいらっしゃいました】 

◇志村幹事【百合丘RC会長・幹事ようこそいらっしゃいました】 

◇梅澤会員【百合丘RC会長・幹事ようこそいらっしゃいました】 

◇大野会員【百合丘 RC安藤会長・中島幹事ようこそ】 

◇梶会員【暑いですね】 

◇鈴木憲治会員【安藤会長、中島幹事様ようこそ】 

◇鈴木眞一会員【百合丘 RC 会長、幹事様、三田様】 

◇安藤会員◇親松会員◇花輪会員◇森会員◇山崎会員 

◇山下会員【百合丘 RC会長、幹事ご苦労様です】 

 以上、ご協力ありがとうございます。 

 

【【【【親睦委員会親睦委員会親睦委員会親睦委員会】】】】                                    大野委員長大野委員長大野委員長大野委員長    

   川崎麻生ロータリークラブ納涼会のご案内 

 と き：8月 30 日（木）18：30 出航 

    クルージングルート 90 分、 

船内オールディーズナンバー、ディスコ、R＆Bの生演奏、 

 会員会費：10,000 円 

 婦人・知人・友人：8,000 円 

 こども：3,500 円 

 新百合ケ丘 16：30 分バスにて出発 

 会費及び人数締切は 8月 3 日まで 

 例会は船内で行います。 皆様のご協力をお願いします。 

【【【【RRRR 情報情報情報情報・・・・広報広報広報広報・・・・ITITITIT 委員会委員会委員会委員会セミナーセミナーセミナーセミナー報告報告報告報告】】】】  志村幹事志村幹事志村幹事志村幹事    

7 月 26 日「メモワールプラザソシア 21」にて、2012～13 年度

国際ロータリー第 2590 地区ロータリー情報・広報・IT セミナー

に、碓井会長と私幹事、オブザーバー、地区クラブ奉仕委員

長として、鈴木憲治委員長で出席させて頂きました。 

 はじめに、大塚 R 情報・広報・IT 委員長が開会の挨拶をされ、

露木ガバナーの挨拶、清水担当パストガバナーの挨拶と続き、

地区 R 情報・広報・IT 副委員長松下氏より、「6 月に実施した

R 情報のアンケート結果の発表が有りました。 

 

◇露木ガバナーより 

・魅力的なクラブにする為に、会員が聞かれたら即答で答えら

れるようにしてほしい。 

・二人で考える、複数で考える良さ（一人でなく）。 

◇清水パストガバナーより 

・ロータリーが何をやっているか正しく報告してほしい。 

・地域社会を明るくする活動をしてほしい。 

・例会時だけでも「ロータリーの友」に 5 分くらい目を通してほしい。 

 

＜事例発表＞ 

●川﨑中央 RC では、 

・新会員に向け、「ロータリーとは」の説明冊子を 2008 年に作

ったものを、本年 2012 年に新たに作る予定。 

・川崎の児童に「入学おめでとう」で、下敷き2000枚を作り、配布した。 

・親睦会（同好会を作り、活動している）に、旅行、つり、その他・・・ 

 

●横浜あざみロータリー（13 名） 

・パンフレットは、予算がなく、作っていない。 

・新会員は先ず親睦に入ってもらう。 

・会社が忙しくて例会を休むことの多い会員には、情報を届けている。 

・資料のペーパーレスが言われているが、当クラブでは行っていない。 

・新会員には、一役を付け、繋がりを作っている。 

・クラブの活動を地域紙に掲載してもらっている。 

・会員卓話を多く行ってもらっている 

・新会員への教育は順調に行っている。 

 

 ●横浜本牧 RC（現在 32 名）※14 年前は 34 名 

・ロータリーライフを楽しめない会員が止めていく傾向がある。 

・ボランティア（奉仕）を行うことは、外国では必要なこと。 

（親睦の楽しみだけでない。遊びたいから入って来るのではな

い。奉仕をする、その姿が必要。） 

・ロータリーの変化が進化することにつながる。（新会員のロー

タリー情報の為には、変化が必要であり、それが進化になると

思う。） 

・ロータリーを知ることで退会防止に繋がる。（親睦だけではな

いことを説明し、理解頂く事が大切。） 

 

＜質疑応答＞ 

 ●戸塚 RC 委員長より 

ライオンズクラブ等では、宣伝・広報をよく見かけるが、ロータリ

ーでは・・・ 

各クラブに任せることになっているが、宣伝と広報とは違う。そ

の事をよく理解して 

取り組んでほしいとのこと。 

 

【【【【四四四四つのテストつのテストつのテストつのテスト】】】】                                                            森会員森会員森会員森会員    

【【【【点鐘点鐘点鐘点鐘】】】】                                                                        碓井会長碓井会長碓井会長碓井会長    

【【【【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    佐藤佐藤佐藤佐藤    

    


