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小枝義夫　幹事幹事報告
1.例会変更のお知らせ

●川崎百合丘ＲＣ
　　8/ 2（火）納涼会　点鐘17：00　ﾎﾃﾙﾓﾘﾉﾋﾞｱﾎｰﾙ
　　8/16（火）休会（定款細則により休会）
●川崎中原ＲＣ
　　8/11 （木）休会（祝日　海の日）鐘18：30

今後の予定

委員会報告

◎ 7月28日(木)　「夜間移動例会」屋形船　
　　　　　　　　　　　18：00　川崎日航ホテル前出発
　　　　　　　　　　　18:15　サンピアン駐車場出発予定

◎ 8月  4日(木)　「早朝例会（ラジオ体操）」　
　　　　　　　　　　　点鐘8：30　ｻﾝﾋﾟｱﾝかわさき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 入口噴水の辺り
◎ 8月11日(木)　「休会（祝日　海の日）」　

安本好勝　会長 

 　　　　親睦活動副委員長

安本好勝　会長 

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　

富津シティＲＣ　川崎ＲＣ　新川崎ＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

特別ビジター紹介

ビジター紹介

ゲスト紹介

　　　　

　　　　

　　　　

　

　

　

中條藝立

鈴木慎二郎

　　　　　　出席報告                                           　　出席委員長

　　　　

　　

小早川 和秀 様（川崎幸ＲＣ）

　　

ロータリー米山奨学生
陳成姫（ジンソンヒ）さん

　　

　＜表敬訪問にお越し下さり
　　　　　　　誠に有難うございました＞
　
　国際ロータリー　第2590地区
　第1グループ　ガバナー補佐
　戸村 正房　様

　　

　　

　　

会員数

(敬称略)

本　日

前々回

前々回
メーク
アップ

出席率
該当者

出席者 欠席者 出席率
メーク
アップ

ホームクラブ

出席率

前回修正

35

35

32 29 90.63

32 28 87.50 87.500     4
    3

川崎マリーンロータリークラブ
国際ロータリー第2590地区 創立1993.2.19

例　会 毎週木曜日12:30

例会場 サンピアン(川崎市立労働会館)

 　　　 　 TEL.044-222-4416  
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1.先週、交換学生エリアス君のお見送りに行ってくださっ
　た河口会員のご家族、内田会員ご家族をはじめ、増田
　会員、野口会員、御幡会員、有難うございました。
2.7/19(火)クラブ戦略計画委員長会議に小枝委員長と
　安本会長が参加してきました。
3.7/16(土)「水辺の楽校干潟観察会」に参加いただいた
　皆様、有難うございました。
　参加者：鈴木会員、轟会員、御幡会員、野口会員、
　増田委員長、小枝幹事、安本会長（７名）
4.7/20(水)富津シティロータリークラブへ７名で表敬訪問
　に行ってきました。
  轟会員、松中会員、武藤会員、河口会員、宮本会員、
　小枝会員、安本会員
　友好クラブ締結から18年目を数えまもなく20周年という
　大きな節目を迎えようとしています。
　今期は富津シティＲＣ25周年記念式典を12/3（水）に
　予定しています。

    すでに今年、３回、地区の委員会の
  集ま  りがありました。どこでも話題に上
  るのが  会員増強の話です。今年は各
  クラブに  とっても地区にとっても、会員
  増強という意味で大切な年になると
  思っております。
  また、各クラブを表敬訪問させていた
だき、多少問題含みの部分もありますが、それぞれの
個性あるクラブ運営に感心させられています。
安本会長の下、貴クラブの今期方針は「クラブをもっと
好きになろう」だと伺っております。クラブを好きになる
のはロータリーの原点です。微力ながらガバナー補佐
としてお力になりたいと考えております。
貴クラブの発展と隆盛を祈念しております。

会長報告 安本好勝　会長 

　　　　

■河口武生　直前会長
　エリアス君、ドイツ帰国の報告の件
■御幡幸男　親睦活動委員長
　7/28(木)安本丸出航記念夜間例開催の件
　送迎バスが出ますので時間までにお越しください
　集合　17：50 ルフロン前周辺 →
         18：15　クラブ事務局前



　　　　

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 宮本欣淳　副会長

　　10：00　　　はじめの会
　　10：30　　　干潟へ出発
　　　　　　　　　（だいし橋下の干潟）
　　11：30　　　干潟の生き物発表
　　11：50　　　生き物の話とロープワーク
　　12：30　　　終わりの会
【参加者】
　　野口会員・小枝会員・安本会員・増田会員
　　御幡会員・轟会員・鈴木会員

7月16日(土)水辺の楽校　干潟観察会

★新年度表敬訪問で参りました。一年間宜しくお願い致します。
　（国際ロータリー　第2590地区 第1グループ ガバナー補佐　戸村正房 様）
★小山さん、鈴木さん、川崎幸クラブ本年度第一例会においでいただき
　 ましてありがとうございました。それゆえ私も先週会長、幹事と一緒にお
　 邪魔しようと思いましたが、どうしても都合がつかず本日となりました。
　 私は本年度副会長を仰せつかっております。宜しくお願い致します。
　（川崎幸ロータリークラブ　副会長 小早川和秀　様）

◆轟　会員
1.戸村AG本年も宜しくご指導の程を！
2.昨日の富津シティＲＣの同行の皆様ご苦労様でした。
◆福嶋会員
　戸村ガバナー補佐の来訪をお待ちしておりました。
  本日は宜しくお願い致します
◆伊藤秀司会員
　 戸村ガバナー補佐、ようこそおいでいただきました。
　 これからもご指導宜しくお願いします。
◆増田洋一会員
　アドバンスドオープンウォーターダイバーに認定されました。
　40ｍまで潜れます。
◆小枝会員
　 第1グループガバナー補佐戸村様マリーンの例会においで
　 下さり有難うございました。今日は宜しくお願いします。
◆安本会員
 1.第2590地区 第1グループガバナー補佐戸村正房様、御指
　 導の程宜しくお願い致します。
 2.陳成姫さん頑張ってください。

◆野口会員
　  戸村ガバナー補佐ご指導宜しくお願い致します。
◆増田会員
1.戸村ガバナー補佐、ようこそ。本日はご指導宜しくお願い
　 致します。
2.飯坂会員増強委員長品格ある卓話を期待しています。
◆武藤会員
  戸村ガバナー補佐、小早川さんよくいらっしゃいました。
　 いつもお世話になります。宜しくお願い致します。
◆松中会員
　 戸村ガバナー補佐、ようこそ。小早川さんお久しぶりです。
　 飯坂さん、卓話のほど宜しく。
◆秦会員
　 戸村ガバナー補佐、今期も宜しくお願いします。
◆小山会員
　 戸村ガバナー補佐、ようこそいらっしゃました。
   一年間宜しくお願いいたします。
◆河口会員
1.エリアス君が無事ドイツに帰国しました。
2.戸村ガバナー補佐、本日はようこそいらっしゃいました。
◆鈴木会員
　 戸村第1グループアシスタントガバナーようこそおいでくだ
 さいました。宜しく御指導下さい。本日、長女の大学院の
　 入学金を納めてまいりました。学費との戦いラウンド２が
　 始まりました。飯坂さん、戦略セミナーの話宜しくお願い
　 致します。

  増田敏雄　青少年奉仕委員長
  　　　　　　　 ロータリー研修委員長

今日は時間が押しているようですが新しスーツを着てきたので、少しだけ話をさせてく  ださい。
今年度、青少年奉仕委員長とロータリー研修委員長という二つの大役を引き受けさせていただいております。
安本年度の方針に基づいて、三役の方のご指導を仰ぎながら、ロータリーの奉仕活動ならびに教育研修を司っていき
たいと思っております。また今年度は幸先よく、既に二人の新会員の方をお迎えいたしました。さっそく近日中に奉仕
活動の取り組みを学ぶ機会を設けるつもりでおります。宜しくお願いいたします。またあと数名の入会予定者がいらっ
しゃいます。その方達の入会、そして研修をさせていただく日が待ち遠しくて仕方ありません。

理事役員・委員長就任挨拶

東日本大震災義援金　 1,000　円

　　　累計金額 　　　6,000　円

本日のニコニコ　　　24,000　円

　　　累計金額  　 132,000　円

クラブ会報担当：伊藤秀司委員長

　会員増強委員長
　飯坂俊弘

本日の卓話

　

『会員増強委員長卓話』
会員増強について、先日安本会長とソシア２１で行われた地区の研修会に行ってきました。
私はロータリー歴15年以上になりますが、昔のロータリーの入会審査はもっと厳しいもの
だったと記憶しています。しかし昨今のロータリーは何故か若い方が入ってこない。そこに
は「若い方が入りたいと思う団体になれていない」という現実がある気がします。時代は刻々
と変わり、若い人たちは我々60近い世代とは根本的な行動パターンが違います。今の若者
は、簡単にSNSで友人を作れるから、親睦的な意味でのロータリーにも魅力を感じないで
しょう。我々ロータリアンも、「ロータリーの良さって何？」と聞かれたら、若者を納得させられ
る回答を用意できる人は少ないのではないでしょうか？昔のロータリーは、それなりの成功
を収めて、その人が居なくても会社や組織が回るような、一流の成功人材の集まりでした。
しかし今の若い経営者は、プレーイングマネージャーがほとんどです。そのプレーイングマ
ネージャーの若者が入りたいと思える会に、ロータリーが候補として入っていないという現
実から目を背けず、今一度、人が入らないのは自分たちにも責任があると、責任自分説の
立場をとるべきだと考えております。若者を入れていかなければ、ロータリーの平均年齢は
毎年1歳ずつ上がっていきます。ということは数十年後にロータリーは消滅します。若者の
近くに行き、若者に耳を傾け、若者に喜ばれる、認められるロータリー作りにするところも含
め、微力ながらお力を発揮させていただき、この先の会員増強頑張ります。そのために、た
とえばJCとゴルフをやったり、外国人と飲み会をしたり（外国人の若者が気軽に入会できる
ロータリー作りも、これからは不可欠です）、様々な挑戦をしていきたいと考えております。


