
第１１１６回例会 ８月２８日(金) 移動例会(納涼会)           ホテルモリノ 

第１１１７回例会 ９月 ４日(金) 理事役員会③ 米山委員長会議報告   ホテルモリノ 

第１１１８回例会 ９月１１日(金) 市民救命士養成講習          ホテルモリノ                          

 

 

【点 鐘】              鈴木 豊成 会長 

【例会場】          百合丘カントリー倶楽部 

【ソング】               鈴木 憲治 SAA委員 

ロータリーソング『我等の生業 』 

【ゲスト・ビジター紹介】           鈴木 豊成 会長 

  なし。 

【会長報告】             鈴木 豊成 会長 

１．ガバナー事務所より  

○「ロータリーの友」表紙写真再募集 

12月～3月、5月号の表紙写真 締切 10月 10日 3点 

○クラブ社会奉仕委員長会議開催の案内 

 9月 28日(月)15:00～17:00 メモワールプラザソシア 

２．「第 38回麻生区学童軟式野球大会」の案内 

  8月 30日開会式、9月 6日、13日片平・虹ヶ丘球場 

３．米山梅吉記念館より 

    ○秋季例祭の案内 9月 12日(土)14:00開会 

     9月 5日までに申込 

○賛助会員入会願い 一人年間 3000円(一口) 

○全国一人 100円募金運動のお願い 

【幹事報告】                   鈴木 昭弘 幹事 

◆例会変更 

◎新川崎 RC 

9月 2日(水)親睦納涼例会 18:00点鐘 

          シーハーズ パレール本店 

   9月 23日(水)、9月 30日(水) 休会 

◎横浜あざみ RC 

   9月 9日(水)合同例会(川崎北 RC)12:30点鐘 

          クイーンアリス ガーデンテラス日吉 

 

 

  

 

 

 

 

 ◆会報着 

  ◎新川崎 RC 第 985回(7/1)～988回(7/22) 

 ◆次年度活動計画書着 

◎川崎大師 RC 
   

【出席委員会】          宇津木 茂夫 委員 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1115回 26 23 3  88.5％ 

1114回 26 19 7 4 88.5％ 

1113回 26 19 7 2 80.5％ 
  

【ニコニコ委員会】     青戸 慶太 社会奉仕委員長 

 第 1115回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    22件 ￥22,000 

●当クラブ  

◇鈴木豊成会長【少しは涼しくなりました】 

◇鈴木昭弘幹事【このまま涼しくなってくれたら・・・】 

◇鈴木憲治会員【宇津木さん、母校の優勝おめでとうございます!】 

◇青戸 慶太会員 ◇臼井 勉会員 ◇宇津木 茂夫会員 

◇大野 勉会員 ◇親松 明会員 ◇川崎 航会員 

◇鈴木 眞一会員 ◇長瀬 敏之会員 ◇森 茂則会員 

◇森 啓伊会員 ◇山下 俊也会員 ◇蓬田 忠会員 

◇梅澤 馨会員  ◇梶 俊夫会員 ◇佐々木 範行会員 

◇志村 幸男会員 ◇花輪 孝一会員 ◇雪井 洋子会員 

◇碓井 美枝子会員  以上、ご協力ありがとうございます。 
 

【親睦活動委員会】      鈴木 眞一 委員長     

  次週 8 月 28 日(金)例会の確認 

  17:30 点鐘 18:00 納涼会 ホテルモリノ 7F 宴会場にて 

 

 

 

 

 

 

第 1115回 例会記録 平成 27 年 8月 21日（金） S.A.A 委員長 森 啓伊 

回 例会記録 平成 20年 5月 30日(金) S.A.A委員長 森 茂則 

［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 

 



【R 情報・雑誌広報委員会】        鈴木 憲治 委員 

 地区委員長会議報告 

1.広報活動の重要性 

 ◇広報の積極展開によりロータ 

リーの顔、姿が見えるようにする。 

  ・日頃からクラブ内外への広報 

活動を展開 

 ◇広報はファン作り 

  ・ロータリークラブのファン、理解者を作ろう 

 ◇ライオンズクラブ、キワニスクラブ等の団体との差別化を  

  図る 

2.どのようにしたらロータリークラブの活動が一般社会に認識 

  理解されるのか 

 ◇マスコミの理解を得る  ・マスコミへのアプローチ 

 ◇地域社会の信頼を得る  ・ホームページの充実 ・地域

の諸団体への協力 

 ◇社会と共に生きる  ・教育への支援 ・音楽、文化への

振興  ・児童の心身育成 ・医療の振興 

3.結び 

 ◆広報は、ロータリークラブと社会、社会と人、クラブ内で  

  は人と人の心に橋をかけるもの 

 ◆広報のキーワードは、「目配り」「気配り」「足配り」 

  ・「目配り」 社会の中でロータリークラブがどういうポジショ

ンにあり、今何をしたらいいのか見渡す目のこと。 

 ・「気配り」 今やらなくてはならない事は何か、優先順位は 

何かという気配り。 

 ・「足配り」 足で稼ぐという事。足まめに出かけて行って 

  コミュニケーションを図る事。 
 

【青少年奉仕委員会】            大野 勉 委員長 

地区委員長会議報告 日時：2015 年 8 月 6 日（木）15：00～ 

開会の言葉 地区青少年奉仕委員長  岸 厚子氏の挨拶の

後、地区役員・地区青少年奉仕委員の紹介・ガバナー挨拶

（箕田 敏彦）担当ガバナー挨拶（川野 正久）が終わり、青少

年 4委員会の説明がありました。 

最初にインターアクトの活動についての説明 インターアクト

とは InternationaIとActionを組み合わせた、“Interaction”をい

い、国際的活動を主とする団体です。奉仕と国際理解に貢献

する青少年のためのロータリークラブ（RC）提唱の世界団体で

高校在学中の生徒又は、年齢 12～18 歳青少年が入会してい

ます。インターアクトの活動目的は、日本にとどまらず世界に

向けた奉仕活動および有効を築くことです。 

ローターアクトとは 18～30歳までの青年男女の国際プログラム 

① 個々の能力開発にあたり、知識や技能を高める。 

② 社会的ニーズに取り組む。 

③ 奉仕と親睦を通じて、信頼関係を推進する機会を提供する。 

現在 2590地区内では 6 クラブが活動をしています。 

その目的・意義 

① 専門知識の開発 職業技能を養う機会をつくる事 

② 指導能力の開発 リーダーシップを育てる事 

③ 地域社会貢献奉仕活動を実践する事・国際理解の推進を

する事 

ロータリー青少年交換 

（Rotary Youth Exchange） 

略称 RYEまたは YE 

プログラムのポイント 

〇対象者は地区内（川崎・横浜） 

に在住、または通学する満 15歳 

から 18歳の高校生で、1学年度 

交換派遣（現在 8カ国に 1名ずつ派遣） 

〇プログラムの目的は、他国の風俗・習慣・文化を学び又日本

の風俗・習慣・文化を伝え国際親善を推進する人物を育てる

事。→派遣学生はそれぞれ「小さな親善大使」の使命を持つ 

〇派遣学生には世界共通の国際ルール（4D ルール）があり、

破ると即刻帰国 

[No DRIVING]自動車、オートバイ等の運転・操縦の禁止 

[No Drug］麻薬・覚醒剤の禁止 [No Drinking]飲酒・喫煙の

禁止  ［No Dating］シングルデートの禁止 

〇派遣（留学）にかかる本

人（家庭）の負担は、健康

診断、予防接種、ビザの取

得費、往復の渡航費、留学

保険、自己負担で行われ

る研修旅行の費用、程度 
 

【会員ショート卓話】 

① 青戸 慶太会員 

 皆様、こんにちは。 

会員のショート卓話ですが、 

あいうえお順ということで、 

学生の頃はいつも、一番 

にやらされておりましたが、 

ロータリーに入っても、一番になるとは思いませんでした。今日は、

先日、会から、お見舞いをいただいた骨折の話から、「災い転じて、

福となる。」となった、話をしたいと思います。 

 骨折をしたのが、5 月の末でして、わたくしの仕事の社会保険労

務士は、6 月、7 月が労働保険、社会保険の手続きが集中する時

期と重なり、どうした物かと思いましたが、川崎北支部の若い社労

士に、そろそろ仕事を頼みたいと、話をしてあったので、彼に、応

援を頼み、何とかこなしておりましたが、お陰様で、人が増えたせ

いか、新たな仕事の案件が、何件の依頼があり、思い切って人を

雇い入れた甲斐がありました。 

 思いもよらぬ、骨折でありましたが、これこそ、「災い転じて、福と

なす」であった出来事ではないかと思いました。 

 今後も、業務に精進していきたいと思います。 

※紙面の関係で、臼井勉会員のショート卓話は後日掲載します。 

【四つのテスト】             梅澤 馨 会員 

【点  鐘】             鈴木 豊成 会長 

【会報委員会】              文責：山下 俊也 

 
 

 

RYLAについて 参加者募集  

日時：2016年 2月 20日（土） 

～21日（日）  

場所：野島研修センターにて 


