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2018 － 19 年度　　国際ロータリーのテーマ
『インスピレーションになろう』

RI 会長　　バリー・ラシン

川崎北ロータリークラブ会長の方針
『成功するまでち

・
が
・
う
・
ことをやり続ける！！』

会長　佐久間 馨
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第2822例会	 平成 30 年 10 月 3 日（水）

点　鐘 佐久間 馨 会長

スマイル体操 平野 和枝 親睦委員

司会と斉唱 松下 幸夫 会場監督
石原 安 ソングリーダー

「君が代」「奉仕の理想」

お客様紹介 佐久間 馨 会長
RI3820 地区 アンジェリータ エフ カブラ 様
カブラ様付き添い　岩本 倫 様
松下会員ゲスト　末永 直 様
渡邊会員ゲスト　服部 利雄 様
地区拡大増強委員会
　委員長　樋口 明 様（神奈川 RC）
　　委員　宮田 彰久 様（横浜南 RC）
　　委員　山野 英二 様（川崎幸 RC）
　　委員　河口 武生 様（川崎マリーン RC）
　　委員　久米 真浩 様（新横浜 RC）
横浜南 RC 会長 角井 幸一 様
横浜南 RC 槇 俊徳 様
横浜南 RC 水谷 透 様
川崎鷺沼 RC 小川 湧三 様
米山奨学生 リーデル、ティモ マリオ 君

出席報告 生垣 繁 出席委員長
会員数 58 名 出席 41 名 欠席 17 名

（対象外 3 名） 出席率 74.55%
前々回訂正 欠席 36 名 MAKE UP 13 名

（対象外 14 名） 訂正出席率 72.00%
欠席者

朝山君 星野（妃）君 波木井君 小林（政）君 上山君 
宮崎君 溝淵君 松山君 三平君 柾木君 
野口（哲）君 岡本君 世良君 重田君 関君　 
色摩君 山川君

お祝い 入来 武久 親睦委員
10 月祝事：おめでとうございます！

 ●会員誕生日
吉岡 憲士 会員　若林 潤 会員　川野 正久 会員　

松波 登 会員　峯岸 雅宏 会員　松下 幸夫 会員　
山川 哲史 会員
 ●配偶者誕生日
小澤 桂子 様　洪 貴子 様　小林 町子 様　
大塚 広江 様　花田 美莉 様
 ●結婚記念日
戸川 俊雄 会員　大部 哲也 会員　三平 憲志 会員
洪 征治 会員　　齊木 貴 会員　　米山 元章 会員
石原 安 会員
 ●入会記念日
吉岡 憲士 会員　甲田 博康 会員　星野 博 会員　
川野 正久 会員　柳澤 信夫 会員　佐久間 馨 会員
朝山 浩 会員　クルーズ 由美子 会員　小林 美和 会員
妻鹿 琢生 会員

バナーの贈呈
佐久間会長より、RI3820 地区 アンジェリータ エフ カブラ 様
に川崎北 RC バナーの贈呈が行われました。

奨学金の贈呈 リーデル、ティモ マリオ君
佐久間会長より、リーデル、ティモ マリオ 君に米山記念奨学
金の贈呈が行われました。

会長報告 佐久間 馨 会長
三浦 善四郎 会員が、体調不良のため退会されました。
小林 美和 会員が、お仕事のため、移籍することになりました。

幹事報告 相良 久征 幹事
1. 地区からの来信
　① 大会展示～「キラリと輝く我がクラブの活動 ･ 取組み」
　　参加クラブ募集のご案内
　　※理事会にて協議　
　②地区大会記念チャリティゴルフ大会の組合せ表が届きま
　　したので、ご参加の方にお渡しします。
2. 他クラブ例会臨時変更

●川崎とどろき RC
　10 月 8 日（月）・29 日（月）休会
　10 月 22 日（月）移動例会
　屋形船 川崎つり幸本家　18：00 出航
●横浜あざみ RC
　10 月 10 日（水）休会
　10 月 24 日（水）移動例会
　講演会アートフォーラムあざみ野
●川崎マリーン RC
　10 月 18 日（木）移動例会



　曹洞宗大本山總持寺　座禅 ･ 米山梅吉氏墓参
●川崎 RC　
　10 月 25 日（木）・11 月 29 日（木）休会

卓話
地区拡大増強委員会　委員長　樋口 明 様（神奈川 RC）

ここ 25 年で、約千人、35％の会員数の減
少がありました。全体的にみて、2 つ大き
な要因があります。1 つは、2008 年のリー
マンショック、2 つ目は 2011 年の東日本
大震災に伴うものです。他地区では、この
ときに退会した会員が戻ってくる傾向があ

りましたが、当地区では、それが見られませんでした。我々、
委員会の PR 不足ということもありますが、なかなか会員数
回復に至っていません。昨年 6 月までに 26 名入会に対して、
83 名の退会がありました。今年度も若干増えてはいますが、
当地区としては待ったナシの状況というのが現状です。

地区拡大増強委員会　委員　宮田 彰久 様（横浜南 RC）
私の所属する横浜南ロータリークラブは、
ローターアクトクラブとインターアクトク
ラブの両方を提唱しているクラブです。実
際、インターアクトクラブを卒業したあと、
横浜南ローターアクトクラブに入会する会
員が多いのです。ローターアクトを 30 歳で

卒会したあとはロータリークラブに入会をしてもらいたいの
ですが、これが中々そうはいきません。これは我がクラブだ
けでなく、ローターやインターを提唱しているクラブの共通
の悩みだと思いますが、インターアクター、ローターアクター
とステップを踏むのですが、最後ロータリアンにはほとんど
がならないのです。ローターアクターは会社員が多く、平日
の例会に出席すること自体が難しい上に、これが一番なので
すが、金銭的な負担が大きいからです。そこで、通常 10 万円
の入会金を免除し、入会後 5 年間又は 40 歳を超えるまでは、
通常 32 万円の年会費を 12 万円とし、少しでも我がクラブへ
の入会をしやすくしました。

そして何といっても我がクラブには、地区で唯一の土曜日の
例会開催という大きな特徴があります。土曜日の我がクラブ
の例会には会社員や学生でも出席しやすいんです。現にロー
ターアクトの現会員がメークアップに我がクラブの例会に出
席するのは珍しくなく、おそらくローターアクトを提唱して
いる他の５クラブより我がクラブのローターアクトの出席率
は高いのではないかと思います。

世の中の変化の激しい今日、ロータリーももっと変わってい
かなければいけないと思います。これは、我がクラブの事例
ですので、皆様のクラブにそのまま当てはまるかどうか分か
りませんが、参考にして頂ければ幸いです。新しいことに取
り組む前に、何故新しいことをやるのか、何故それをやるの
かを、一部の人だけでなく、クラブ全体で意思統一し、思い
を共有することが新しい取り組みを成功させるポイント、そ
して増強のポイントだと思います。

ニコニコリポート 峯岸 雅宏 副会場監督
神奈川 RC 樋口 明  様

本日は、卓話でお世話になります。地区拡大増強委員会では、
戸川副委員長に大変お世話になっております。

横浜南 RC 宮田 彰久 様
戸川さんにはいつも大変お世話になっています。本日はよ
ろしくお願いいたします。

新横浜 RC 久米 真浩 様
日頃より川崎北ロータリークラブの皆様には、公私共にお
世話になっています。本日は地区拡大増強委員として参り
ました。よろしくお願いいたします。

横浜南 RC 会長 角井 幸一 様
お世話になります。よろしくお願いします。

横浜南 RC 槇 俊徳 様
宮田会員の応援できました。よろしくお願いいたします。

横浜南 RC 水谷 透 様
本日はお世話になります。

川崎幸 RC 山野 英二 様
佐久間会長様、地区の増強で参加させていただきました。
よろしくお願いいたします。

服部 利雄 様
渡邊 敏久 会員のゲストで 39 年ぶりに例会出席です。

川崎鷺沼 RC 小川 湧三 様
お世話になります。

佐久間 馨 会長、貝田 洋 副会長、相良 久征 幹事
本日は、多数のお客様に当クラブへ訪問いただき、感謝い
たします。例会をお楽しみください。

花田 薫 君
小生、学生時代よりお世話になっていた TBS の服部さんに
お目にかかれるということで馳せ参じました。日頃は出席
を免除のためほとんど出席しておりませんので、初めてお
目にかかる会員の方もいらっしゃると思いますが、私が花
田と申します。

小澤 秀昭 君
松波さん、古希のお祝いおめでとうございます。腰痛のため、
最後まで参加できず、大変失礼いたしました。

入来 武久 君、横山 芳春 君、大塚 正一 君、茂木 常夫 君、齊木 貴 君、
平野 和枝 君、石原 安 君、豊見山 徹 君

本日は、大勢のお客様にお越しいただき、ありがとうござ
います。当クラブの例会をごゆっくりお楽しみください。

ビール同好会：戸川 俊雄 君、生垣 繁 君、大部 哲也 君、花田 薫 君、
洪 征治 君、柳澤 信夫 君、小泉 昌彦 君

地区増強委員会の樋口 明 委員長はじめ、山野 英二、河口 
武生、久米 真浩、宮田 彰久 委員の皆様、卓話よろしくお
願いいたします。

会員増強委員会：クルーズ 由美子 君、谷口 一成 君
末永先生、北ロータリーへの入会をお待ちしております。

米山記念奨学委員会：若林 潤 君、石井 弘 君、横山 芳春 君
今月は、「米山月間」です。寄付のご協力をよろしくお願い
いたします。

松下 幸夫 君
フィリピンからお越しのアンジェリータさん、お供の岩本
さん、お 2 人をご紹介いただいた末永先生、ようこそ！例
会を楽しんでください。

松波 登 君
私の古希を祝う会に、沢山の皆様にお越しいただきました。
ありがとうございました。


