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第2687例会	 平成 27 年 9 月 16 日（水）

点　鐘 柳澤 信夫 会長

スマイル体操 塩田 聡 親睦委員

司会と斉唱 峯岸 雅宏 会場監督
山川 哲史 ソングリーダー

「それでこそロータリー」

お客様紹介 帯谷 昌充 親睦委員
安達 裕介 様 （川崎 RC）
近藤 晶宏 様 （横浜北 RC）
石坂 想 様 （松下 幸夫 会員ゲスト ［新橋 RC］）
小林 美和 様 （クルーズ 由美子 会員ゲスト）

出席報告 塩田 聡 出席委員

会員数 59 名 出席 41 名 欠席 18 名
（対象外 4 名） 出席率 74.55%
前々回訂正 欠席 16 名 MAKE UP 4 名

（対象外 6 名） 訂正出席率 87.04%

欠席者
花田君 濱田君 入来君 木村君 小林君 
上山君 松波君 溝淵君 三平君 柾木君 
小澤君 重田君 関君 相良君 色摩君 
渡邊（敏）君 渡辺（伸）君 横山君

会長報告 柳澤 信夫 会長
1. お知らせ

岡本 徳彌 会員の娘婿 畑中 龍太郎 （はたなか りゅう
たろう） 樣が、コロンビア大使となられました。 （発
令 9 月 14 日付） ご活躍を祈念いたします。

2. 第 2 回第 2 グループ会長・幹事会の報告（9 月 9 日開催）
 • 青少年交換学生の分担金は例年どおり一人当たり
6,000 円とすることが決まりました。次年度以降に
ついては地区の青少年交換委員会で検討します。

 • 6RC 合同例会の経費分担について、従来 6 分割 （6RC
で均等負担） であったものを、会員人数による分担
にしたいとの提案があり、承認しました。

3. ロータリー米山記念奨学会より、川野 正久 会員に
感謝状が届いております。
ロータリー米山記念奨学会評議員として格別のご奉

仕を賜り、このたび任期満了にてご退任となられまし
たので、感謝の意を表し、感謝状をお贈りいたします。

幹事報告 佐久間 馨 幹事
1. 地区からの来信：地区大会関連資料

① 地区大会の案内状
米山奨学生と IAC の関係の皆様へお送りしました。

② ハイライトよねやま
③ 米山学友会総会のご案内

申込締切：9 月 25 日 （金）
日時： 10 月 3 日 （土） 18：30 ～（懇親会 19：30 ～）
会場： ウィリング横浜 12 階 124・125 号室 

（京急上大岡駅 徒歩 2 分）
参加費：ロータリアン 8,000 円

④ 地区大会チャリティゴルフ
日時：10 月 5 日 （月） 川崎北 RC からは 8 名が参加。
組み合わせは 10 月初めに参加者にメールで通知。

2. 他クラブ例会臨時変更
●川崎南 RC

10 月 20 日 （火） 移動例会 東京証券取引所見学
11 月 3 日 （火） 休会 （祝日）

●川崎鷺沼 RC
10 月 21 日 （水） 親睦移動例会 富岡製糸場見学
 伊香保温泉「ホテル天坊」 点鐘 18：00
10 月 28 日 （水） 夜間例会 ホテル KSP 点鐘 18：00

3. 他クラブ会報等回覧：川崎南 RC
4. 例会案内

9 月 23 日 （水） 休会 （祝日）
9 月 30 日 （水）～ 10 月 1 日 （木） 親睦移動例会 
   ホテル鐘山苑 点鐘 18：00 
10 月 7 日 （水） 例会前 11 時 15 分より理事会
開催 理事・役員各位のご出席をお願いいたします。

委員会報告
会計報告（野口 隆一 会員）
2014 ～ 15 年度の収支決算書をポスティングしました。
ゴルフ同好会（大塚 正一 会員）
移動例会の 9 月 30 日 （水）にゴルフコンペを行います。 
2 組分の空きがあります。お時間のある方はぜひご参加くだ
さい。横山会員が小林会員に車をお借りして、武蔵小杉から



車を出す予定です。車のない方もお気軽にご参加ください。
親睦移動例会について（クルーズ 由美子 親睦委員長）
ゴルフ 16 名、観光 8 名の参加者が集まりました。観光の
参加者には、当日実費の追加徴収をさせていただきます。
ゴルフの詳細は、横山会員が FAX でご案内する予定です。
社会奉仕委員会
先週お申し込み頂きました赤い羽根共同募金のバッチ
等が届きましたので、本日より皆様にお渡しします。代
金引換にてよろしくお願いいたします。
横浜東 RAC 例会案内
 日時： 9 月 22 日 （火・祝）  

14：30 ～ 17：30 予定 （14：00 登録開始）
集合場所：横浜開港資料館前 
内容：役員担当「横浜を知ろう」 登録料：200 円 （入館料）

クラブフォーラム 研修委員会
［司会］朝山 浩 研修委員長

最近の傾向として「入会 1 ～ 2
年もしくは 10 ～ 20 年の会員
の退会が目立つ」とされ、退会
理由の一つに「ロータリーの意
義がわからない」という理由が
挙げられるそうです。今日は「自

分にとってのロータリークラブとは」ということを考
えていただき、クラブの活性化につながれば幸いです。
入来 武久 会員 （代読：朝山 浩 研修委員長）
私が感じるロータリークラブのデメリットは、「お金と
時間がかかる」というものです。メリットは、「さまざ
まな業界の経営者／職業人と交流できるので、人脈が
広がる」、「いろいろな考えを学べる」、「さまざまな卓
話を聞ける」、「クラブ運営に携わった経験が仕事に役
立つ」というもので、メリットが上回ります。週 1 回
異業種の方と触れ合う交流と学びの場です。
クルーズ 由美子 会員

各分野のスペシャリストが多
く、困ったことがあっても必ず
相談相手がいることや、会員の
奥様からマナーなどを学ぶこと
ができるのは大きなメリットで
す。普段交流のない人と話せる

グループミーティングも楽しみです。一方で、親睦委
員長として時間をとられることが多く、仕事の時間が
削られますが、これも経験とがんばっています。
松下 幸夫 会員

ロータリークラブには「思いや
り」が必要で、それを実現して
いる人が集まっている場所だと
思います。たとえば、相手のた
めを思って厳しく注意すること
ができる人がいらっしゃるの

で、大変感謝しています。「相手にされず、輪に入れない」
と感じて退会するということはあると思いますが、自
分のためを思った注意を受けて「厳しく言われたから」
と退会する人はいないと思います。また、新規会員の
勧誘は時期を見極めることも大切だと思います。
米山 元章 会員

川崎北 RC の平均年齢は 63 歳
です。若い会員が経験豊かな会
員と交流することができ、社会
勉強ができるというというのは
大きなメリットだと思います。
ロータリーの作法が面倒だと感

じる若い会員も多いと思いますし、経験の浅い会員の
様子をもどかしく思うベテランの会員もいると思いま
すが、各世代の融和が、川崎北 RC の楽しいロータリー
ライフに繋がると思います。

ニコニコリポート 野口 隆一 副会場監督
安達 裕介 様 （川崎 RC）

川崎ロータリーよりメークアップでまいりました。兄弟
ロータリアンとして今後ともよろしくお願いいたします。

近藤 晶宏 様 （横浜北 RC）
今後、旅行でお世話になります。

柳澤 信夫 会長、佐久間 馨 幹事
天候不順な日々が続きますが、皆様、御自愛ください。岡
本さんおめでとうございます。朝山さん及びスピーカーの
皆様、本日の研修委員会フォーラム、期待しております。

武田 信平 君
8 月のフロンターレの成績は、1 分 3 敗と、1 勝もできず、
且つ第 7 節から 3 連敗を喫していました。ファンの皆様
には申し訳のない限りでありましたが、先週 12 日に行わ
れました第 10 節、ヴァンフォーレ甲府戦にて勝利し、連
敗を脱することができました。私もホッとしております。
選手達も一生懸命戦っておりますので、今後とも応援を宜
しくお願い申し上げます。

岡本 徳彌 君
我が家で大変うれしいことがありましたので。

入来 武久 君
本日は大事な研修委員会フォーラムを欠席し、申し訳ござ
いません。朝山委員長、米山さん、松下さん、クルーズさ
ん、よろしくお願いいたします。

朝山 浩 君
本日は研修委員会フォーラムです。米山会員、松下会員、
クルーズ会員、本日はよろしくお願いします！

松下 幸夫 君
本日少しだけお話させていただきます。小林さん、ようこ
そ！　石坂さん、入会を楽しみにお待ちしております。

戸川 俊雄 君、宮崎 秀樹 君、洪 征治 君
朝山さん、フォーラム楽しみです。

クルーズ 由美子 君、谷口 一成 君、村山 輝忠 君、藁科 義弘 君
朝山会員、クラブフォーラムよろしくお願いします。石坂
先生、小林さんようこそ！そしてお待ちしております。


