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●司会……佐野嘉男ＳＡＡ  

 

●点鐘……安東会長 

 

●ロータリーソング  川島副ﾛ-ﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 

「奉仕の理想」 

 

○本日のメニュー   和食 

 

 

 

 

 

 

内田会員 

 

和田 裕様 

 

 

 

小又親睦活動委員長 

 

(川崎大師RC)         野澤隆幸様 

 

 

 

須山出席委員長 

ビジター紹介 

出席報告 

オブザーバー 

 会員数 
出席 

該当者 
出席者 欠席者 

ホーム 

クラブ 
メイク 

前々回 

修正 

1562回 42 42 42 0 100   

1560回 40 40 42 0 100   
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安東仁志会長 

1. 神奈川県が17日「神奈川アラート」を発令しま

した。 

本日の例会開催に関してもどうするかも検討い

たしましたが、 県からのアラートは、「感染対

策をしていない場所への移動の自粛要請」とあ

り、先の理事会決定も今月は任意参加であるこ

ともあり、感染対策を怠らない配慮と対応にて

例会を開催することにいたしました。 

  今後は、毎月の理事会にてその時点での状況に

より決定していくことになります。状況次第で

すが、経済活動と健康安全性を配慮しながら、

通常のクラブ活動を「今できること」その範囲

にて、行うように努力していく基本姿勢は変わ

りません。 

2. 来月は、拡大増強月間です。本日渡部拡大増強

委員長より施策の詳細はお話いただけると思い

ますが、皆様のご協力の程お願いいたします。 

3. 国際ロータリーより人頭分担金の請求がありま

したので、1491ドル 159,537円（1ドル107円）

入金いたしました。 

4. 7月7日付にて川崎市長より、本年の川崎市民祭

り中止の通知が正式に届きました。今期は、「市

民祭り」参加による社会奉仕活動ができません

ので、次回の理事会以降、社会奉仕活動の内容

を中村社会奉仕委員長中心に検討していくこと

になります。 

5. 7月13日開催 会長・幹事会報告  

  ・2020.6.8開催2021-2020ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐打ち合わせ

報告 

  ・2021-22年度第一ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐推薦の件 

9月決定 

  ・今後の会長幹事会の日程の件 次回9月15日 

川崎南ロータリークラブ 

  ・ＩＭ 2021.2.12 9：00～16：30  

高津市民会館：於 

  ・ 7クラブ対抗ゴルフ大会 4月7日（水） 

    ・10月以降各クラブ会長・幹事それぞれにて各

クラブ訪問 

 

 

 

栁町大介幹事 

◎ 例会変更のお知らせ   
       ありません。 

◎ 週報を送ってくださったRC 

  川崎北RC 

 期首資料を送って下さったRC 

  川崎北ＲＣ、川崎高津RC、 

◎ 本日の配布物 

    会報 ７/１３分 

    卓話資料 

 

 

 

牧島聡 地区Ｒ平和センター委員会 委員 

７月１４日、地区財団平和フェロー委員会報告 

コロナ禍の中、平常心で日程を消化していく、各会員

マイロータリーに登録を 

山口幸太 地区米山奨学金増進委員会 委員 

７月９日、地区米山委員会をガバナー事務所にて 

９月４日に委員長会議がソシアで１名参加。 

中村社会奉仕委員長 

例会での食事の際、ご飯の量を調整しＦ＆Ｋフーズと

協議し余ったものはフードバンクに寄贈 

 

 

 

伊藤康人副会長 
 

野澤隆幸様…コロナ禍の終息を願っています。  

           (川崎大師RC) 

安東会員……①渡部拡大増強委員長本日はご指導の

程よろしくお願い致します。 

②若い人が自ら命を絶つというのは大

変悲しいことです。三浦春馬さんのご

冥福心よりお悔やみ申し上げます。 

栁町会員……和田様本日はようころいらっしゃいま

した。是非楽しんでいって下さい。 

松本会員……会員増強、渡部委員長のご活躍を。 

中村会員……①フロンターレ怖いくらい絶好調です。 

②渡部さん卓話頑張って下さい。 

後藤会員……本日は渡部典行さんのお話を楽しみに

しております。 

野口会員……久しぶりに晴れ間が見え暑くなってき

ました。お世話になります。本日は宜

しくお願いします。 

木村会員……暑くなりました。梅雨明けももうすぐ

ですね。今年の夏はコロナもあるし皆

さん気をつけて過ごしましょう。 

佐野会員……暑くなってきましたね。熱中症に気を

つけてください。ナベちゃん本日の卓

話ものすごく期待しています。 

渡部会員……先日は、安東会長ごちそうさまでした。

本日の卓話は、私が話せるのは１分程

度しか考えてないので、その他は皆様

で考えましょう。 

坂本(竜)会員…渡部典行委員長、宜しくお願いしま

す。 

山口会員……昨日、母の四十九日を無事終えること

が出来ました。会からもお香典をいた

だきましてありがとうございました。

今後も宜しくお願い致します。 

会長報告 

幹事報告 

委員長報告 

スマイルレポート 
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本多会員……梅雨明けを控えて今日は急に暑くなり

ました。コロナ感染も心配ですが皆様

暑さで体調を崩されないように気をつ

けて下さい。 

石田会員……暑いですね。急に梅雨明けになりそう

ですね。本日渡部委員長ご講話よろし

くお願い致します。 

小又会員……皆さまこんにちは。和田さんようこそ

いらっしゃいました。 

長島会員……本日、拡大増強委員長渡部様宜しくお

願いします。 

廣瀬会員……暑くなりましたが、皆さん体調管理に

注意して夏を乗り切りましょう。 

和田様本日はよろしくお願いいたしま

す。 

森崎会員……新体制スタート1ヶ月目です。コロナの

中で大変ですが宜しくお願い致します。 

伊藤(康)会員…①渡部典行拡大増強委員長本日はど

うぞよろしくお願いいたします。 

②川崎水族館ＯＰＥＮしましたね。こ

んな時ですが、初日はずい分にぎわっ

ていました。ご家族でどうぞ！！ 

③和田裕様ようこそお越しくださいま

した。 

 

 

 
 

会員増強 

 

渡部典行拡大増強委員長 
  

 

 
先日安東会長と会員増強副委員長今年度は親睦活

動や実際に行動する奉仕活動ができない中、どう

やって大会防止や3名以上の増員を行い、４５人体

制にしていくかについて話をしました。 

  

その中で、当クラブの強みである、仲の良さや会

員同士の強い絆をどの様にして新会員やオブザー

バーに理解して頂くと共にどの様に対応し、当ク

ラブに入った事を幸せに思ってもらえるかが大事

だと思います。まずは、オブザーバーが来た際に、

趣味を聞き、趣味が合う会員や同年代の会員・同

業種の会員がオブザーバーと同じテーブル席に座

ってもらう。しかしながら現会員の趣味が解らな

い為、会員の方には、配布資料１を記入してもら

う事にしました。 

また、今回卓話の時間をもらいましたが、どの様

に会員増強を進めていくのがベストなのかが解ら

ない為、配布した資料に記入後、１0分程度テーブ

ル毎に、配布した資料２に基づき会員増強活動を

したらよいかの方法を検討して頂き、報告書を提

出してもらい、今後は、それを基づき会員増強活

動を行っていきたいと思います。 

      

まず例として、私の考える方法を説明させていた

だきます。     
１、知り合いや友達等に声を掛け、オブザーバーと

して、例会や親睦活動に参加してもらう。 

２．オブザーバーに配布資料を記入していただき、

同じ趣味の持ち主と紹介者が隣りの席に座るよ

うにし、少しでも早く仲良くなってもらいクラ

ブの良さを理解してもらう。   

３．オブザーバーが来られた後は、会長及び増強委

員長が紹介者と一緒に会いに行くようにする 

４．新会員やオブザーバーのフォローを三役を中心

に会員全員で行う。    

５．新会員の方々に少しでも早くロータリーを理解

してもらう為に研修会を開く。  

以上のような事をどの様な方法で実際に行ってい

くかについて、お話をして頂きたいと思います。 

また、これ以外の方法も有りましたら、ご記入く

ださい。     

会員の皆様よろしくお願いいたします。 

      

最後に会員増強は全会員で実行していかないと実

現が難しいので協力の程宜しくお願い致します。
  

配布資料２に基づき各テーブル毎に意見も述べて

いただきました。 

 

１、当クラブに友人等を誘う際に、当クラブをど

の様にアピールして誘うか？  

２、オブザーバーにどの様な方法でフォローして

入会してもらうか？   

３、新会員をどの様にフォローして楽しんでもら

い退会防止に努めるか？  

４、会員増強及び退会防止をするには何が必要

か？ 

６テーブルに分かれて活発な意見交換となりまし

た。 

1562回 19件 25,000円 累計 71件 115,000円 

卓 話 
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配布資料１に基づく アンケート結果 

 

３４名の回答をいただきました。 

〇と△を記入の方は以下の通りです。 

 
趣味：ゴルフ      １８名 

スキー（スノボー）１４名 

グルメ      ２２名 

ハイキング    １３名 

ボーリング    １０名 

卓球       ７名 

料理       ４名 

麻雀       ７名 

水泳       ６名 

お花       ４名 

釣り       １０名 

テニス      ７名 

マラソン     ４名 

お茶       １名 

その他      ７名 

  （園芸・車・ダンス・碁・音楽・ヨット） 

 
飲食：お酒を飲むのや夜の街で遊ぶのがが好きですか？

  ２４名 

（お酒は好き、夜の街は×も含む・ 

飲めないけど、雰囲気が好きも含む） 

 

 

 

当クラブに紹介したい人がいますか？ 

    ３名紹介できる １名 

２名くらい可能 ３名 

１名なら    ７名      

 

当クラブで行いたい 

奉仕活動 
・ 市民祭りのお手伝いや災害地ボランティアなど、自身の

体を使う奉仕活動 

・ こういう時こそ、学校や田島支援学校にコロナ対策に必

要なものや何らかの補助教材などをおくることを考えて

みてはいかがでしょうか？ 

・ 取引先の知り合いの方にはいつも声掛けするように心が

けてます。 

・ 食料品の無駄を無くす運動には大いに協力したいと思い

ます。 

・ 仕事を通じて奉仕活動 

・ 地域のための奉仕活動（川崎区内のRC連携した奉仕活動  

・ 今年は市民まつりがないため、川崎中央RCで単独で何か

奉仕活動するか、川崎全体のロータリアンで行うか？ 

・ 神奈川県立こども病院にて治療を行っている親への経済

的支援（交通費） 

・ 川崎区内の身近な団体個人への奉仕 

 

親睦活動 
・ 自分の得意なものを活かして会員や家族に楽しん

でいただける親睦活動。 

・ 従来のスタイルでいいと思う。   

・ 秋には日帰りや一泊移動例会を行うのも良いと思

います。近くでグルメ例会も良いかもしれません。 

・ 音楽鑑賞会・グルメ食事会 

・ 麻雀大会 

・ 釣り大会 

・ BBQ 

・ 東京の有名な歴史あるRCに何人かづつ参加するの

はどうですか？ 

・ 今年はクラブのメンバーの親睦をメインに進めて

欲しいと思います。 

・ 新人の方がたくさん参加していただいたので、とに

かくクラブの楽しさを理解してもらった方がいい

です。 

・ ゴルフ以外の共通趣味の交流、具体化できるのはグ

ルメ？定期的に開催するようにすれば来やすい。 

 

 

 

７月27日(月) 広報・公共イメージ向上委員長 

              増山雅久会員 

 

今週の担当者         渡辺会員 

カメラ担当者         牧島会員 
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