
 
 

第1044 回 例会記録 平成 ２６ 年２月２１ 日（金） S.A.A委員長蓬田 忠 
 

【点 鐘】 鈴木（眞）会長 

【例会場】 百合ヶ丘カントリークラブ 

    「川崎麻生RC創立記念例会日」 

（平成4年2月２１日創立） 

【ソング】 尾作（弘） SAA 委員 

ロータリーソング「我等の生業」 

 

【ゲスト・ビジターの紹介】 鈴木（眞）会長 

 

【今月のメモリアル】               長瀬親睦委員長 

   

【会長報告】 鈴木（眞）会長 

1．地区R情報・広報・IT委員長より 

「ロータリー活動の公共イメージ向上作戦」への協力依頼」 

２．「ハイライト 米山」１６７号がオンラインで届いています。 

３．アルテリッカ新ゆり美術展案内及びオープニングパーティ

ーへの招待 

  美術展 ３月３日（月）～９日（日）１０：００～１８：００ 

  新百合丘２１多目的ホール 

  パーティー ３月３日（月）１７：００ 

４．神奈川県ロータリアン親睦テニス会の案内 

４月８日（火）９：３０集合 １６：００パーティー  

湘南ローンテニスクラブ他                     

  ５．２０１４－１５年度青少年交換学生受け入れホストクラブ 

説明会 

６．2014－2015年度地区協議会の案内 

   4月13日 11：30登録 12：30点鐘 

   東京都市大学 横浜キャンパス  ※３/14必着 
    

【幹事報告】 梶 俊夫副幹事 

１．会報着 

○川崎とどろきRC 

第７３１回（１２/１６）～第７３４回（１/２０） 

○川崎中RC 

   第２００１回（１２/１７）～第２００６回（１/２７） 

   ○川崎北RC 

   第２６０７回（１１/２０）～第２６１５回（１/２７） 

     〇川崎中原RC 

    第１２４３回（１１/１４）～第１２５２回（１/２７） 

２．例会変更・例会案内 

〇川崎中原RC 

 ２月２７日（木）夜間移動例会 １８：００点鐘 

 川崎フロンティアビル12Fフロンティア会計 

〇横浜東RC 

 2月22日（土）１０：００～１２：００ 

 捜真女学校LACとの交流会 

 

 

 

  

 

【出席委員会】 梅澤委員 
 

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第1044 回 24 18 6 - 75％   

第1043 回 24 14   10   10  100％ 

第1042 回 24 17  7 0 70.8％ 

 

第1045 回例会２月２８ 日（金）クラブファーラム          

第1046 回例会３月 ７ 日（金）理事役員会  

第1047 回例会３月１４ 日（金）会員卓話 
 

［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 

［例会日］第 5・ 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 0R 移動例会 

 



 

【ニコニコ委員会】 雪井 委員長 
   

 第 1044 回（件数） 合 計 

ニコニコ 17件 ￥17,000 
   

●お客様 なし  

●当クラブ 

◇鈴木眞一会長【富士浅間神社、行けなくて残念】 

◇碓井美枝子会員【ご無沙汰してすみません】 

◇大野  勉会員【水・木と鹿児島に行ってきました】 

◇梶  俊夫会員【大雪でパニックです】 

◇佐藤忠博会員【創立記念日に乾杯】 

◇長瀬敏之会員【本日の創立記念例会、私の行いが悪い

のでしょうか】 

◇青戸慶太会員 ◇臼井勉会員 ◇梅澤馨会員 

◇親松明会員 ◇志村幸男会員 ◇鈴木昭弘会員 

◇鈴木憲治会員 ◇森啓伊会員 ◇山下俊也会員 

◇雪井洋子会員 ◇蓬田忠会員 

以上、ご協力ありがとうございました。 

 

【会員卓話】        鈴木憲治 雑誌広報委員 

  ～新会員のためのロータリーの基本～ 

！組織には目的があり、組織が生まれると規則ができる！ 

ロータリーとは 

他人のことを思い、他人を助けるという思いやりの心を自分の

職業に生かして地域のために最善をつくし、更に、国際理解を

深めて世界平和を推進することを目指した職業人が世界的に

結び合った団体です。 

１）会員の資格 

◆良識ある社会人であり、善良な家庭人 

◆社会の第一線で活躍している実業人、専門業種人 

◆職業や奉仕活動などを通して社会の人々に貢献したいと考 

えている人 

２）会員の特典 

◆奉仕 

個人ではできない奉仕活動を協力して行うことにより、地域

社会や国際社会に大きな貢献をすることができます。 

◆親睦 

様々な分野で活躍中の多くの優れた人々との出会い、交流、

親睦を深めることができます。 

毎週の例会で、外部からの招聘卓話、会員の卓話など素晴

らしい話が聴ける。 

日本全国及び世界各地のロータリー・クラブの例会に出席

が出来、より広く交流と親睦を深めることが出来ます。 

３）会員の義務 

＊会員は、綱領に示されたロータリーの原則に従って行動しな

ければならない。 

＊会員は、クラブの定款・細則に従い、その規律を守らなけれ

ばならない。 

◆会費の納入  ◆例会への出席  ◆機関紙の購読 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆他クラブへの例会の出席（メーキャップ）によって、欠席を 

補填することが出来ます。 

４）クラブの例会 

「親睦」と「奉仕」は、ロータリーの両輪と言えます。この両者 

の原点は、例会への出席です。毎週金曜日12時３０分から 

1時３０分の一時間、食事をしながら行われます。前半は会 

務、後半は卓話等になっています。会務では、ロータリーが 

何を行っているのかが報告されます。卓話では、各会員が業 

務内容、趣味、社会批判、経歴その他どのようなことでも良い 

から３０分の話をします。 

卓話では、今まで知らなかったことを知ることが出来る同時に、 

他人が納得できる話し方を訓練することにもなります。 

５）例会出席 

会員身分を継続するために、少なくとも所定回数はクラブ例

会に出席しなければならない。知り合うことと親睦とを永続的

友情への第一歩としてはぐくむことが出来る様にするためで

ある。 ＊クラブ運営の責務を分かち合い、クラブの一員であ

る責任を認識する。 

◆６０％の出席規定 

クラブの例会に出席したものとみなされるには、例会に少なく

とも６０％出席する必要があります。 

６）例会における親睦 

毎週のクラブ例会はロータリー会員の特権の場です。それは

仲間の会員と話し合ったり、ビジターや新会員に会ったり、あ

なたの個人的な友人関係に他の会員達も入れたりする機会

を提供するものです。 

「友好的なクラブ」だという評判の高いロータリークラブは、普

通幾つかの手段を取っています。会員は、毎週違った席や

違ったテーブルに座るように勧められているか、或いはロータ

リアンは古い個人的な友人と共に、あまり知らない会員とも同

席するよう勧められています。 

そして会員は、ただ黙々と食事したり自分の隣の席の人と内 

輪の話をしたりするのでは無く、そのテーブルのみんなの会

話に加わります。会員は、クラブ全員と知り合いになろうと務

めることも特に重要な心得とするべきである。 

ロータリアンがこれらの簡単な手段を行えば、全く新しい友好 

の機会が毎週扉をノックします。そうして間もなくロータリアン

は暖かい個人的なつき合いが偉大なロータリークラブの礎石

であることをはっきり理解してきます。 

 



※奉仕の理想とは 

『他人のことを思いやり、他人を助けることである』と定義され

ている。 

※ロータリーの奉仕について 

●クラブ奉仕 

これは、ロータリアンが、自分のクラブを円滑に運営するため 

に行う諸活動。 

●職業奉仕 

各自の事業及び専門職業を通じて、人々のために尽くすこ 

とを奨励する活動。 

●社会奉仕 

我々が生活の基盤としている地域社会に対し、生活水準を 

高めるために、時には他と協力しながら、会員が行う様々な 

取組からなるものである。 

●国際奉仕 

世界の諸国民の間に友情と理解を広めるように努め、ロー 

タリー財団や米山記念奨学会のプログラムを後援すること。 

●青少年奉仕 

青少年に奉仕を教導する。 

 

以下は昨年12月14日に横浜南ロータリークラブで行われ

た卓話より抜粋 

第2590地区2013-14年度        
地区クラブ奉仕委員長 鈴木憲治 

クラブの活性化を考える・・・・・ 

１）ロータリーを良く知ることが、クラブを良くすることに繋がる。 

２）ロータリーのことを熟知させると、ロータリーに熱意を起こさせ 

 ることになり次のような目標達成へ誘導する力となる。 

・会員増強および退会防止 

・地域社会の活性化、青少年関係奉仕の充実（青少年の育成、 

教育、交換等）ロータリー財団、米山記念奨学会への貢献 

３）各会員の教育が十分に行われたならば、あたかも昼の後夜 

が続くように、ロータリーの実践が始まる』・・・ガイ・ガンディカ 

ー（ロータリー通解） 

４）ロータリー活性化の元は会長のリーダーシップにあり、会長 

の考え方と勉強と腕次第であると云われています。 

クラブ奉仕の充実とロータリー情報の重要性！ 

１）ロータリーの第一奉仕部門であるクラブ奉仕は、多くのロー 

タリー指導者によってクラブ機構の最も重要な要素とされて  

います。 

何故なら、生き生きと機能するクラブ無くしては、他の奉仕部 

門（職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕）を通じて、 

殆ど何も達成できないからです。 

２）クラブ奉仕と他の奉仕部門との差は、クラブ奉仕がクラブの 

内部機能、つまりクラブの繁栄と活力を維持することを目指 

すのに対し他の奉仕部門は、地元地域社会やもっと広大な 

世界へと外に目を向けている点にあります。 

そのため、会員一人一人が自分のクラブの管理・運営の一 

部を分担し、規則正しく毎週の例会に出席して心を磨くこと 

に努め、自分が所属する委員会等の諸活動を積極的に行 

ってクラブの向上発展に尽くすことである。 

３）クラブ運営の基本は、『親睦と奉仕の調和と全員参加』にあ 

ります。 

４）クラブ奉仕の目的は、無関心層を無くし、クラブが会員にと 

って「魅力」と「誇り」と「感謝」の対象になるように運営すれ 

ば、クラブは自然に発展するものであります。 

今必要とされるクラブ内の整備について 

１）ロータリーを理解する（教育・研修の定期的実施） 

・ロータリー情報を通じロータリーを理解する機会を設ける。 

２）ロータリーを楽しむ（四つのテスト：好意と友情深めるか！） 

・純粋親睦に重点を置き、ロータリーの仕組みやルールを 

理解する場を設ける 

・ルールの解らないsportsを見てもつまらない。ルールが解 

ればロータリーも面白くなる 

３）クラブ組織の見直し（クラブ組織の強化） 

  ・従来の五大奉仕委員会を踏襲しつつ、委員会の統廃合 

を検討する 

・CLP＝クラブリーダーシッププラン（機能別組織）の導入を 

 本格的に検討する 

４）全員参加型の運営 

・定期的な委員会の会合を開催する（四半期に一回） 

・会員スピーチの機会を多くとる 

５）各委員長の独自性に期待 

・委員長方針を尊重し、斬新な企画を立案しクラブを盛上 

げる. 

６）クラブ全体のシステム化を推進 

・クラブ経費の見直し、PC導入し事務の合理化を図る 

７）例会の運営方法（プログラムの充実） 

８）奉仕活動実践の具体的目標を設定する 

・奉仕プロジェクトの見直し 

 

【四つのテスト】 青戸慶太 会員 

【点鐘】 鈴木（眞）会長 

【会報委員会】 文責 佐藤忠博 


