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会長報告

本多親睦活動委員長
国際ロータリー２５９０地区 地区副幹事
(横浜中RC)
斎藤栄一様
(横浜中RC)
武藤健一様
(川崎RC)
(川崎RC)
(川崎大師RC)
(川崎マリーンRC)

杉山信雄様
沼 りえ様
野澤隆幸様
松中秀司様

渡部会長
・ ファミリーミーティングの報告をお願いします。
.

１０月9日（火）クラブ奉仕活動委員長会議が行われ、
森本さんが参加しました。

・ 地区大会のお願いのために、横浜中ロータリークラ
ブの斉藤さんがお見えになりました。
・ 11月19日(月)は３クラブ合同親睦夜間例会です。

渡部会長指針『 奉仕活動と親睦活動を通じ、会員同士の誇りと絆で愛されるロータリークラブを作る 』

ＲＬＩ（ロータリーリーダーシップ研修会）
パートⅡでは、石川会長エレクト・栁町会員・
細谷会員
ご苦労さんでした。
パートⅢの案内がきております。
１１月２５日（日）8：30～16：30
16：40～17：30（懇親会）となっております。
引き続き、よろしくお願いいたします。

安東幹事
７クラブ親睦ゴルフ大会
川崎中央ロータリークラブ優勝！
個人優勝
川島 光 氏 おめでとう！

.「秋のかながわ献血キャンペーン」のポスターが県か
らの案内とともにｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所から届きました。
１０月１５日～１１月３０日までです。
ポスターは事務局の窓に貼っておきました。

本多親睦活動委員長
1500回記念移動例会の報告とお礼
12/16のクリスマス家族会の件

.

.米山梅吉記念館の特別寄付の募金を本日より行います。

幹事報告
安東仁志幹事
◎

例会変更のお知らせ
<川崎南ＲＣ>
11月13日（火）職場訪問移動例会
東横システム㈱
11月20日（火） 休会 祝日週により
12月18日（火） 年忘れ家族会
川崎日航ホテル
12月25日（火） 休会 祝日週により

<川崎マリーンＲＣ>
11月8日(木)→10日（土）地区大会に参加
11月22日（木）→19日(月)
3クラブ合同親睦夜間例会
12月20日(木) クリスマス家族会の
横浜ベイクォーター
12月25日（火） 休会 定款細則により
◎

週報を送ってくださったRC
川崎南ＲＣ

◎

本日の配布物
マンスリーレター
会報
10/1分・10/15分
理事会議事録

委員会報告
国際ロータリー２５９０地区 地区副幹事
(横浜中RC) 斎藤栄一様
武藤健一様
地区大会が１１月１０日（土）に
パシフィコ横浜会議センターで行われます
参加お待ちしております。

中村青少年奉仕委員長
10/7-8子ども食堂について

スマイルレポート

山口幸太副会長

国際ロータリー2590地区副幹事
斎藤栄一様…地区大会参加のお願いに伺いました。
武藤健一様
よろしくお願い致します。
(横浜中RC)
杉山のぶお様…本日メークアップに参りました。
(川崎RC)
沼 りえ様…先日は長島会員に色々教えていただきありがと
うございました。感謝です。
青木先輩これからも川崎RC女性会員へのアドバ
イスよろしくお願いします。
(川崎RC)
野澤隆幸様…例会お世話になります。
(川崎大師RC)
松中秀司様…お世話になります。
(川崎マリーンRC)

渡部会員……７クラブゴルフ大会に出席の皆様ご苦労
様でした。
おかげで、団体、個人と全てのものに優勝
出来ました。
安東会員……７クラブ対抗ゴルフ大会２年ぶりに王座
を奪還致しました。皆さんありがとうござ
いました。この勢いで市民祭りも頑張りま
しょう！
川島会員……先週の７ＲＣ親睦ゴルフ大会では個人優
勝させて戴き我クラブ団体優勝にも貢献
出来てよかったです。ご参加の皆様のご協
力に感謝します。
関 会員……本日の例会と来週の例会で米山奨学金の
寄付金集金しています。ご協力の程よろし
く。
森本会員……先日７クラブゴルフ大会優勝おめでとう
ございます。
松本会員……①渡部会長、会社５０周年おめでとうござ
います。
②ＦＭでは、森川リーダーお世話になりま
した。
中村会員……①無事に例祭が終わりました。安東さん、
石川さん、小又さん、須山さん、関さん、
谷口さん、山口さん、渡部さん、川島さん、
飯島さんありがとうございました。
②ヤッター！フロンターレの優勝見えて
きました。皆様応援よろしくお願いいたし
ます。

渡部会長指針『 奉仕活動と親睦活動を通じ、会員同士の誇りと絆で愛されるロータリークラブを作る 』

後藤会員……先週の７クラブのゴルフ大会は、当クラブ
と川島会員が優勝し誠にうれしい限りで
した。
伊藤(康)会員…①本多委員長、親睦の皆様。事務局の伊
藤さん、先日の１５００回記念例会楽しか
ったです。家内も喜んで今ｓチア。ありが
とうございます。
②ＦＭご参加の皆様ありがとうございま
した。リーダー・サブリーダーの皆様よろ
しくお願いいたします。
木村会員……①先日の1500回記念例会ありがとうござ
いました。
②14日の沖縄芸能大会に山口さん、後藤さ
ん、中村さんお手伝いありがとうございま
した。一昨日、昨日は、
“いいじゃんかわ
さき”でたくさんの方々においでいただき
にぎわいました。今度の土日はハロウィン
です。よろしくお願いします。
佐野会員……7クラブゴルフに参加の皆様優勝良かった
ですね。祝勝会はいつやりますか、えっ！
もう終わったんですか残念！
阿野会員……皆様こんにちは、先週の記念移動例会は大
変すばらしかったです‼私は最後までいら
れず残念でしたが今後共よろしくお願い
いたします。
伊藤(弘)会員…先日の1500回記念の移動例会はきれい
な夜景のホテルでとてもよかったです。親
睦委員長はじめ皆様準備をいただきまし
てありがとうございました。
牧島会員……土日で司法研修時代のクラス会に女房と
箱根に行きました。帰りに友人夫妻と真鶴
によってきました。なかなかよい週末でし
た。
本多会員……先日の1500回期連来会は皆様のご参加と
ご協力の下に大変盛り上がりいい会にな
り本当にありがとうございました。とても
楽しい時間でした。
石田会員……①皆さんこんにちは。土曜レイクでコンペ
でしたが前日の新幹線トラブルで遅刻し
ました。
②本日ファミリーミーティング報告よろ
しくお願いいたします。
小又会員……本日ファミリーミーティング報告いたし
ます。来週の例会は小浜島にいくため休す
ませていただきます。
栁町会員……7クラブ親睦ゴルフ大会。個人チームのＷ
優勝おめでとうございます。
長島会員……7クラブゴルフコンペで、川島様個人優勝
おめでとうございます。また、団体優勝2
連覇おめでとうございます。
会長からのお祝いを期待しております。
山口会員……7クラブゴルフ大会の優勝おめでとうござ
います。来年は追われる立場になります。
連覇しましょう！

1501回 24件 44,000円 累計 231件

423,000円

卓

話

ファミリーミーティング報告
『市民祭り奉仕活動における広報・
運営に関する最終意見交換』
■Ａグループ

Ｌ 渡辺雅夫 ・ＳＬ.

小又義幸

青木・大石・後藤・伊藤弘・谷口・中村・栁町・山口・
安東・伊藤康・坂本将
日 時：
場 所：

平成30年10月1日（月）18：30～
天龍本館

まず初めに、かわさき市民祭りに参加した経緯から、話し合
いを始めました。
1.参加趣意について
◎

今までの思いを大切にしたいと強い意志を発言しま
した。

◎

おおひん虹の会とも楽しく、協力し合い皆参加して
ほしいと要望がありました。

◎

ロータリーが何の為に参加しているのかをアピール
する。おおひん虹の会と協力する。

◎

昨年の経験をいかし、100％ﾛｰﾀﾘｰ表に出す。

◎

売り上げは天気に左右される、昨年も実績を上回る為
頑張る。

◎

皆で平等に片よらないよう、頑張る。広報について個
人の ＳＮＳなどで発信してアピールする。

◎

しっかりした支援の主張をする。仕入れが大事。皆で
協力して安い物を買う。

◎

昨年のやきそばは大変だったけど会員同士の速経に
よって親睦を深めた。

まとめ
利益をクラブの維持費に使っていいのか寄付だけにし
か使えないのか？という疑問もありました。ＨＰに収支
を載せて収益の一部をおおひん虹の会に寄付している
とアピールする。
最後にできる限り協力しますと熱い言葉でしめました。
クラブ広報効果＝増員につなげる
会員同士の結束＝仲良くなる新会員なじみやすくなる
やきそばは無にする＝収支が悪い
チヂミの野菜は天龍で頼む
事前準備は配置を何処に何を置くか決める

■Ｂグループ Ｌ 森川友生男 ＳＬ.岩井正美
石田・木村・佐野・野口・萩原・細谷・牧島・
松本・森本・石川・本多・川島・安東・坂本将
日 時： 平成30年10月9日（火）18：30～
場 所： 吉川
・RCがおうひん虹の会を支援する気持ちが大切だと思う。の
ぼりばたが効果的。
・①会員同士の結束②団体支援③売上が大事
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・重度障害者の親がいて、その人達を助ける会を、助けよう
という話になった。
・その子供たちが大きくなってしまって、親の負担になり始
めたので一旦無くなったが去年復活した。
・ビラを配ってはどうか。

平成３０年１０月１９日（金）

・売り上げの金額をHPに乗せる事は危険が伴う？どこまでを

場

オープンにするかを考える。他クラブに参考に聞いてみて

所：戸塚カントリー倶楽部

はどうか。
・中央だけの広報か、ロータリー全体だけの広報かを考える。

個人優勝：川島

ロータリーから補助金を引っ張る事も出来るかなと思う。

光

会員

・広報ってどういう物かイメージが出来ない。
市民祭りにぶつけるのは無理があるのではと思う。
・ロータリーでやる市民祭りなのでお金がかからないように、
今あるプリンターを使ってカタログを作り、置いて、広報
すればよいと思う。
・祭り当日は疲れるけど楽しい。皆の楽しいという声が多く
聞こえる。おうひん虹の会だけではなく、他の会の支援も
出来る。
・晴れると絶対利益が出る。呼び込みは大きな声と、人海戦
術だと思う。うるさいぐらいでいい。
・目的は2つ。親睦とおうひん虹の会のサポートだから、ある

団体優勝：川崎中央ロータリークラブ

程度は利益を出すといい。目的をしっかり決めてやる。長
期的にサポートする先を決めてはいかがか。
・前回は前もってしっかり目的を決めてなかった。今回は決
めよう。昔、目的を決めずにやっていたころも楽しかった。
打ち上げもあったし、親睦には大変良かった。
今回は8割が新人。この人達は障碍者の子供達を見ていない。
ピンときていないと思う。
・虹の会を支援しようと思ったのがきっかけ。そのような思
いを大切にできるクラブになる事がいいのではないか。一
人一人が大切にできれば。
・大人になった障碍者の入る施設が出来たと聞いた。それも
ロータリーのあと押しがあったからだと言われたと聞いた。
・目的をしっかり持つことが大切。

総合優勝しました。

・皆でやることで成功する。
まとめ

参加者：石川会員・川島会員・後藤会員・小又会員

・何と言ってもRCは、困った人を助ける会なので、力をあわ

・坂本将平会員・安東会員・山口会員・渡部会員

せじっくりやっていきましょう。

森本会員・佐野会員・萩原会員

・二つ感じる。親睦、会員がベクトルを合わせるように事が
良い。RCの基本は長くやって感じる。される側と、する側

計11名

卓話予定
１０月２９日(月) 社会奉仕委員長卓話
坂本将平会員

の目線が同じでないと成り立たない。
・今年を無事に終わらせることが大事。
・奉仕の深さを感じた。奉仕内容にもｽﾄｰﾘｰがあり、それらを
理解したうえですることにより、より頑張れるし、より良

今週の担当者

い結果につながると感じた。

会報委員

牧島

聡

阿野

順一

石田 幸兒
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石田会員
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