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川崎北ロータリークラブ会報

第2931例会	 令和 3年 4月 21日（水）
（本年度第 27回）　ハイブリッド 6回

点　鐘 松山 直樹 会長

司会と斉唱 横山 芳春 会場監督
「それでこそロータリー」

出席報告

会員数 47名 出席 47名 欠席 0名

（対象外 0名） 出席率 100%

会長報告 松山 直樹 会長
1.		川崎市より、川崎市文化賞等候補者の推薦について文書が
届いています。
2.		中原区民祭実行委員会より、第 42回なかはら ” ゆめ ” 区民
祭の収支決算報告と活動報告書が届いています。

幹事報告 谷口 一成 幹事
1.	地区からの来信
①		『ためになる魅力あるロータリーガイドブック』発送のご
連絡
この度、日本ロータリー創立 100 周年を記念し、『ため
になる魅力あるロータリーガイドブック』を地区研修委
員会にて作成。当地区	地区大会を記念し、全クラブ会員
の皆様にお送りしますので、今後のロータリー活動にお
役に立てば幸いですとのことです。

②		青少年交換（YE）プログラム見直しの経過報告とアンケー
トⅡへの協力依頼

2.	他クラブ例会臨時変更
	●川崎鷺沼 RC
5 月 19日（水）　通常例会予定
5月 26日（水）　休会
	●新川崎 RC
5 月 19日（水）　休会

第 5 回クラブ協議会 司会進行 松山 直樹 会長
松山 直樹 会長
「会員の安全・安心な運営」を重要目標に掲げ、コロナ感染拡
大当初は例会を休会にしましたが、年明けからはオンライン
例会を取り入れ、現在ではハイブリッド例会が開催できるよう
になりました。本来例会場で行える会員同士の親睦も、Zoom
を通じて多少は行えるようになったと感じています。また、「必
要に応じ委員会の枠に捕らわれない合同委員会」に対して、こ
ども食堂へ支援金支給やキーパーソン 21様へパソコンの贈呈
を行いました。キーパーソン21様においては、5月にセミナー
を開催していただく予定です。今年度は残念ながらご高齢の
会員の方が何名か退会されましたが、現在 2名の候補者を迎

えており、このあと会員選考委員会に検討していただく予定
です。このような状況の中でも R財団・米山記念奨学への寄
付推進は、皆様のご協力により無事目標を達成いたしました。
※	会員皆様、ロータリーリーダーシップ研究会 (RLI) への参加、
マイロータリーの登録をよろしくお願いいたします。

谷口 一成 幹事
「リスク管理の徹底、会員の安全、安心なクラブ運営」

コロナ禍のため例会が中止になり、ご不便をかけております
が、皆様の安全安心をモットーに、これからも続けていきます。
「当クラブ会員の結束を高めるための例会、委員会枠に捉われない委
員会運営および卓話等の開催」

コロナ禍で委員会がなかなか開催できませんが、キーパーソ
ン 21様へのパソコン寄贈など委員会枠に捕らわれない奉仕活
動を進めています。卓話等も外部卓話が厳しいため、事業紹
介を含む会員卓話を増やし、会員の相互理解が深められたと
感じています。
「例会が行えない場合などの連絡方法の確立、バーチャル形式のオン
ライン例会の具現化」

今年から Zoomを用いたオンライン例会、オンラインと通常
例会を組み合わせたハイブリッド例会を始めました。今後コ
ロナが収まってもハイブリッド例会を続けることで、会場に足
を運べない会員が例会に出席できるようになりました。機材も
調達し、例会がよりスムーズに進むよう心掛けていきます。
「将来のクラブ持続のための会員増強 ( 純増 2名 )、および経済悪化
等による退会防止対応」

新会員 2名が増えますが、コロナなどの理由による退会者も
あり純減になってしまいました。経済悪化等による退会防止
対応については、理事会の協議により一部特例で 1年間の猶
予をもてる細則を作りました。
妻鹿 琢生 会員増強委員長
この状況下で例会に招待することは難しいので、紹介できそ
うな方がいましたら、ぜひ一度私へ繋げていただけますでしょ
うか。会長・幹事と相談し、安全な形でアプローチしていき
ます。コロナ禍ではありますが、オンラインでの会合が主流
となっている別の団体では 10名程の新規入会者を迎えたそう
です。会場で直接会っての親睦も重要ではありますが、直接
会に出席することは難しいものの、人との繋がりを求めてい
る方は多くいます。そのような方へも意識して活動して参り
ます。現在、職業分類は 102 種類ありますが、時代に応じて
職種（IT 系など）が増えてきているようですので、承認がい
ただけましたら、その分類分けを責任をもって行います。
→本日例会で承認されました。
宮下 和也 会計（代読　谷口 一成 幹事）
予算に関しては大きな問題はありません。変化点は、例会が
開催できず会場費がかかっていないため多少予算に余裕があ



相良 久征 研修委員長
「会員相互の情報収集、クラブの情報を集める。ご家族、社員、
友人に理解を高める活動を行うこと」を目標としましたが、
実行できていません。残り 2か月間、メーキャップなどを通
じて他クラブで気付いた点など報告できたらと思っています。
また、新入会員に対し、ロータリーの使命や目的だけでなく、
楽しい部分も伝えられるよう研修を行って参ります。
山川 哲史 社会奉仕委員長
中原区で例年開催されているイベントがほとんど中止となり、
今年は赤い羽根募金と防犯ネットの寄付などの活動しかでき
ておらず、キーパーソン 21 様へのパソコンの贈呈に協賛さ
せていただくことになりました。
石坂 想 青少年奉仕委員長
期首に掲げた目標は、ほとんど実現できていません。地区青
少年奉仕委員長会議にはオンラインで参加しました。そこで
印象的だったのは、教師の皆様との意見交流で、異口同音に
「オンラインで構わないので早めにロータリーと意見交換した
かった」とおっしゃっていました。初動が遅かったのが反省
点です。
小澤 秀昭 ロータリー財団委員長
今年度は大変厳しい年度でしたが、年次基金、恒久基金、ポリ
オ、すべて目標金額を達成しました。ありがとうございました。
宮崎 秀樹 米山記念奨学委員長
普通寄付金が 25万 5千円、特別寄付金が 92万円、特別寄付
法人が 20 万円、寄付金総額が 137 万 5千円でした。ありが
とうございました。

ニコニコリポート 朝山 浩 副会場監督
松山 直樹 会長、洪 征治 副会長、谷口 一成 幹事
本日は連休前最後の例会になります。神奈川県でもまん延
防止等重点措置が始まり、東京都でも緊急事態宣言が発出
の可能性も高く、通常例会が続けられるか不透明になって
きました。皆様におかれましては、健康に十分ご注意願い
ます。また、本日のクラブ協議会よろしくお願いいたします。

武田 信平 君
フロンターレは、18 日サンフレッチェ広島と戦いました。
先制点を奪った後も押し続けましたが追加点が取れず、サ
ンフレッチェのカウンターを受けて失点、残念ながら 1対
1の引き分けで終わりました。連勝は 5で止まりましたが、
開幕から 12戦負けなしのクラブ記録を達成しました。フロ
ンターレは 1週空いて 29 日に 2位の名古屋グランパスと
アウェーで戦います。1、2位対決を制して勝利差を広げて
欲しいですね。

ビール同好会：戸川 俊雄 君、宮崎 秀樹 君、洪 征治 君、
柳澤 信夫 君、豊見山 徹 君
とても良い季節になりました！でもコロナはまだまだです。
本当に自分自身しっかり向き合って前向きに生活しましょ
う！！

親睦委員会：クルーズ 由美子 君、相良 久征 君、松田 卓也 君
本日のクラブ協議会よろしくお願いいたします。

SAA：横山 芳春 君、朝山 浩 君、齊木 貴 君、末永 直 君
本日はクラブ協議会です。皆様、進行にご協力ください。

ります。第 4期の会費を 8万円から 4万円に下げました。ニ
コニコリポートは、例会数に比例して少なくなっています。
横山 芳春 会場監督
今期は例会数が少なく、オンラインまたはハイブリッド例会
開催のため進行で戸惑うこともあり、皆様に迷惑をおかけし
ています。パソコン、iPad 等購入させていただきましたので、
有効活用していきます。またニコニコが例年より減っている
ため、極力ご協力をお願いいたします。
洪 征治 クラブ奉仕委員長
委員は欠席の多い会員のため、委員会を開くことは難しい状況です。
米山 元章 出席委員長
出席委員としては「例会に出席いただくことにより会員同士
の親睦、友情が深まりますので、出席しましょう。もし出席
できない場合は、他のクラブへ行って親睦を深めてください」
という案内をして活動しなければならないと感じています。
コロナ禍ではありますが、週に 1度例会に出席し、異業種交
流などをすることには大きな意味があります。2月はほとん
どのクラブの出席率が 0%でしたが、会長・幹事、SAA、妻鹿
会員などが中心となってオンライン例会を開催した当クラブ
は、出席率100%でした。ぜひZoomを活用していきましょう。
大塚 正一 クラブ会報委員長
最近は原則 2ページで収まらないことが多く、約 3回に 1回
は 4ページになっています。できる限り外部卓話などの貴重
な話は全部掲載したいと思います。例会の内容は、ホームペー
ジから音声で聴くことができます。（諸事情により聴取できな
いものあり）今年度は例会以外の活動をお知らせする号外を
出すことが少ないのですが、先日久しぶりにフロンターレ観
戦の号外を出しました。ぜひご覧ください。
クルーズ 由美子 親睦委員長
活動の制限がありますが、5月にはキーパーソン 21様にセミ
ナーを行っていただく予定です。ニコニコは、受付でも積極
的にお声掛けしていきます。ファイナル例会は、現状では実
行できるよう準備しております。
川野 正久 戦略計画委員長
今年度あまり活動ができませんでした。年度初めにアンケー
トを取り集計し、今後の対策を練る予定でしたが、回答が少
な過ぎて統計を取れませんでした。戦略計画は、クラブの 3
年、5年あるいは 10年先を見通して、皆様のお考え、ロータ
リーのあるべき姿を模索するものです。しかし、興味がない
ような感じで従来どおりの考えをそのまま引きずっているの
が、当クラブの現状だと思います。したがって戦略計画も他
の委員会と同様、お話しする時間を設けていただきたいです。
会員相互の親睦を深めるためには、会員を知ることが前提に
なります。
柳澤 信夫 会員選考委員長
松山会長の方針は会員の純増 2名でしたが、今年度はご高齢
の会員の方が何名か退会されました。現在 2名の方が会員を
申し込まれており、本日例会後に会員選考委員会を開催しま
す。委員会としては、親睦と奉仕活動を主とし、例会に出席、
経済的にある程度の余裕があることを基準にします。これか
らも会員増強に力を貸して参ります。最近の国際的な活動の
中で、奉仕活動の内容を幅広く考えていくことが大切です。	
国連がスタートして奨励している「持続可能な開発目標
（SDGs）」の中にも奉仕活動が広く含まれています。より幅広
く考え、すべての人へ対しての奉仕ということを念頭に入れ
た活動に協力いただける会員を増強したいと願っています。


