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川崎北ロータリークラブ

第2987例会 令和4年8月24日（水）
（本年度第6回）

点　鐘 横山芳春 会長

司会と斉唱 朝山浩 会場監督
半澤 剛 ソングリーダー
　「我等の生業」

出席報告 洪征治 出席委員長
会員数48名 出席30名 欠席18名

（対象外4名） 出席率68.18%

前々回訂正 欠席22名 MAKE UP 5名

（対象外4名） 訂正出席率76.09%

協賛金贈呈 横山芳春 会長
　　　　　　　　　　　　　 横山芳春 会長より、

  戸川俊雄 鈴虫実行委員会会長に
  かわさきスズムシ祭の協賛金が
  贈呈されました。

会長報告 横山芳春 会長
1. 地区より、斉藤二郎パストガバナー（川崎西 RC）8月 18日に
ご逝去との訃報が届いております。
なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、通夜および葬儀・
告別式は、ご家族および近親者で執り行われるとのことです。
故人のご冥福をお祈りし、ここに謹んでお知らせ申し上げます。
2. 川崎中 RCより、創立 50周年記念式典のご招待状（会長・幹事
あて）を頂戴しております。
　　日時：2022 年 10 月 18日 ( 火 )
　　式典：15：00点鐘　祝宴：17：00～
　　会場：ホテル精養軒
3. 第２回第 2グループ会長・幹事会開催のご案内が届いております。
　　幹事クラブ：川崎鷺沼 RC
　　日時：2022 年 9月 7日 ( 水 )　18：00～
　　場所：HOTEL ARU KSP　（旧称：ホテル KSP）

幹事報告 谷口一成 幹事
1. 地区からの来信
① オンライン RLI（ロータリーリーダーシップ研究会）パートⅠ
開催のご案内が届いております。
　日時：2022 年 9月 4日 ( 日 )　8：30-17：00
　場所：Zoom　オンライン
※出席対象者：会長・会長エレクト・幹事・クラブ推薦および
　　　　　　　ロータリーを一層理解したい方・将来有望な若手・
　　　　　　　中堅の会員の方々
※参加ご希望の方は、幹事または事務局までお知らせください。
　　申込締切：8月 26日

② クラブ米山記念奨学委員長会議開催のご案内が届いております。
　日時：2022 年 9月 6日 ( 火 )　15：00-17：00
　場所：メモワールプラザソシア 21
※石坂委員長にご出席いただきます。

③ 米山奨学生夏季研修旅行（日帰りバス旅行：米山梅吉記念館 
＆メロン狩り）開催のご案内が届いております。
　日時：2022 年 9月 11日 ( 日 )
　　　　　7:50 横浜ロイヤルパークホテル 1階 ホテル入口 集合

④ 2022 - 23 年度ロータリー青少年交換学生募集のご案内が
届いております。

⑤ ロータリー米山記念奨学会より、広報誌ハイライトよねやま
が届きました。回覧します。

2. 他クラブ例会臨時変更
● 川崎中央 RC
8 月 15 日 ･29 日 ( 月 )　休会

● 川崎西 RC
8 月 19 日 ･26 日 ( 金 )　休会

● 川崎高津 RC
8 月 25 日 ( 木 ) 納涼家族会を通常夜間例会に変更 点鐘 18：00

● 川崎麻生 RC
8 月 26 日 ( 金 ) 例会中止　クラブ協議会のみ開催

● 川崎高津 RC
9 月 8日 ( 木 ) 早朝供養例会（大蓮寺）　点鐘 8：00

3. 2022-23 年度活動計画書をお送り頂きましたので回覧します。
川崎南 RC、川崎鷺沼 RC、川崎宮前 RC

4. 他クラブ会報の回覧
川崎宮前 RC

5.  8 月 31 日 ( 水 ) は夜間例会です。
点鐘 18：00　於：二子玉川エクセルホテル東急

委員会報告
峯岸雅宏 親睦委員長
①来週の例会は、夜間例会です。会場は二子玉川エクセルホテル、
　点鐘は 18:00 です。間違えないようにお願いします。
②来週の例会にて、移動例会（9月 14 日 ( 水 )、箱根旅行）の
　出欠をとります。移動例会の詳細は、のちほどお配りします。

大塚正一 地区公共イメージ委員長
今年度は、映画「向田理髪店」を協賛いたします。
家族の絆、人と人のつながりの大切さを思い起こさせてくれる
心温まる映画です。エンドロールには RCのマークと地区番号
も表示されますので、ぜひご覧ください。



＜会員増強委員会クラブフォーラムまとめ＞
会員それぞれに例会に参加する目的はさまざまであり、それぞれ
のご意見があると思います。
川崎北 RC会員増強委員会の今年度方針の根本が、「川崎北 RCを
より良い形にする」ということなので、会員増強委員会の範囲を
超えたご意見も出ましたが、その部分については、理事会で話し
合うなどの方法もあると思います。
Zoomを復活させて、足を運べないときにも例会に参加できるよ
うにするなどの実務的なことも丁寧に検討し、結果的に会員増強
につながるようにしていきたいと思います。

ニコニコリポート 米山元章 副会場監督
横山芳春 会長、齊木貴 副会長、谷口一成 幹事
お盆休みで、3週間ぶりの例会です。
今後、夜間例会、移動例会が続きますので、コロナ感染も高止
まりをしている中、会員の皆様はくれぐれも体調に気をつけて
お過ごしください。
本日は佐久間会員増強委員長のフォーラムを行います。
佐久間委員長、よろしくお願い致します。

地区RLI委員会：川野正久 君、大塚正一 君、戸川俊雄 君、半澤剛 君
今年度のRLIパート1を、9月4日に開催する予定です。
みなさんのご参加をお待ちしております。

会員増強(職業分類)委員会：佐久間馨 君、松波登 君、松山直樹 君、
帯谷昌充 君

本日は、会員増強のクラブフォーラムです。
みなさん、よろしくお願い致します。

プログラム委員会：谷口一成 君
本日は、佐久間会員増強委員長に会員増強クラブフォーラムを
お願い致しました。グループミーティングに代わり例会内で行
う本年度からの新しい試みです。これからの川崎北ロータリー
クラブの会員増強を考えて行く為、皆様の意見を聞かせて頂き
たいと思っています。佐久間委員長、よろしくお願い致します。

職業奉仕委員会：大塚正一 君
明日、国際ロータリー2570地区のパスポートRCが、Zoomで
オープン例会を開きます。
職業奉仕についての卓話です。ぜひご参加ください。

社会奉仕委員会：半澤剛 君、星野将史 君
本日もよろしくお願い致します。

ビール同好会：柳澤信夫 君、生垣繁 君、戸川俊雄 君、洪征治 君、
宮崎秀樹 君

コロナも蔓延していますが、みんな元気で活躍しているようで
すネ。頑張りましょう‼ 増強のフォーラム、大いに盛り上がり
ましょう‼佐久間さん、よろしくです。

吉田明宏 君、武田信平 君
20日、Jリーグ第26節、フロンターレはアビスパ福岡と敵にて
戦い、4対1で快勝しました。この試合でマルシーニョ選手が
ハットトリックを決める活躍をしました。
現在フロンターレは、相手チームのコロナ感染で2試合、台風
で1試合の計3試合が未消化になっています。
ルヴァンカップ準々決勝は、セレッソ大阪とアウェイとホーム
の2試合を戦い、合計3対3の引分けでしたが、残念ながらアウェ
イゴールの差で敗退しました。残るタイトルはリーグ戦のみと
なりました。チーム一丸となって獲得して欲しいと思います。

親睦委員会：峯岸雅宏 君、丸山久 君、星野将史 君、末永直 君、
クルーズ由美子 君

まだまだ暑い日が続きますが、体調に気をつけてください。
SAA：朝山浩 君、米山元章 君、松山直樹 君
①増強委員会、佐久間委員長、本日のフォーラムよろしくお願
　いします。
②今年度はニコニコ基金への積み立てが重要な年です！
　会員の皆様、ニコニコへのご協力を
　SAA一同お待ちしております。

です！

クラブフォーラム 会員増強委員会
佐久間馨 会員増強委員長
地区会員増強委員長の発信の中に、「ロータリークラブを理解で
きる方を探す」「入会をお願いする」とあり、さらに、「会員増
強は簡単ではありません」「諦めることなく」と締められていて、
地区全体の会員増強が順調でないことを改めて感じました。
しかし、成功哲学の祖ナポレオン・ヒルの言葉「思考は現実化
する」を念頭に置き、今年度の川崎北 RCにおける会員増強は、
前向きな気持ちで取り組みたいと考えています。
つまり、川崎北 RCを、「お願いして入ってもらう会」ではなく、
「入れてもらえたら嬉しいと感じる会」にしたいと思います。
具体的には、ロータリアンであることによって得られる幸せ
を実感できる川崎北 RCにすることに努め、皆さんが生き生き
と活動する様子を川崎北 RCの魅力として紹介することを以て、
今年度の会員増強活動とする、ということです。
心理学者アブラハム・マズローは人間の欲求を、①生理的欲求、
②安全の欲求、③社会的欲求、④承認の欲求、⑤自己実現の欲求
の 5段階で理論化しました。また、現代における命や健康を蝕
む最大の要因は、暴飲暴食でも喫煙や運動不足でもなく、孤独
であると言われています。
これらの視点で「ロータリアンであることによって得られる幸せ」
とは何かを考えると、どこかに帰属したいという社会的欲求を
満たせる場が RCであり、立場的に孤立しがちな経営者同士が
楽しく集い、悩みがあれば相談もできる場が RCだと思います。
RC は奉仕団体なので会員自身のメリットを求めてはいけない
と考えがちですが、会員になることによって友達ができ、相談
に乗ってくれる人に出会えたことは、私自身が実感してきた
「ロータリアンとして得られた幸せ」です。さらに、RCの奉仕
活動は、承認欲求や自己実現欲求、その先にあると私が考える
「貢献の欲求」を満たす機会も与えてくれるので、自身の成長
とそれに伴う新たな幸せも得ていると私は感じています。
このような考えから、今年度の会員増強は、「ロータリーのお
かげで幸せな私を見てください」「この幸せをぜひあなたも享
受してください」という心持ちで取り組みたいと思っています。
帯谷昌充 会員増強副委員長
振り返れば、RC への入会が当人へのメリットになると感じた
人にだけ RCを紹介してきました。また、「どんなところ？」と
尋ねられたときには、経営者の先輩方から興味深い話を聞けた
こと、相談に乗って貰ったこと、利害関係のない新しい関係を
築くことができた喜びを伝えていました。今年度は副委員長を
務めますが、変わらぬ気持ちで取り組んで行きたいと思います。
松山直樹 会員増強委員
通常の暮らしの中では出会えなかった素晴らしい方々が集う
RC に、一生お付き合いしたいと思った方々をお誘いし入会に
至った経験があります。その方々の今後にとって良いと確信し
たのでお誘いしましたが、誘われて良かったと感謝される RC
にする努力を自分が続けなければいけないという重大な責任も
感じ、以来、その気持ちを持ち続けています。
皆様にも川崎北 RCをさらに良くしようと決意していただくこ
とによって、会員が増えてゆくと思っています。
松波登 会員増強委員
これまで 6名に入会していただきました。ご事情によりすでに
退会された方もいますが、” お願いして ” 入会に至ったことは
なかったなと実感しています。
お誘いする責任は重大で、より良くする努力を怠るべきではな
いと私も思っているので、以前の例会はもっと有意義だったと
思えること、例会前に飲酒する会員がいることを不安に感じ、
現在、入会したいと言う知人への声掛けに迷っています。
例会前の飲酒について、「迷惑はかけていない」「例会前の飲酒
を禁止する規則はない」と言う方もいらっしゃいますが、企業
の就業規則に明記されていなくとも就業前に飲酒する人はいな
いことと同等のマナーの問題だというのが、私の意見です。
ご検討いただければと思います。

本日 累計

ニコニコリポート 30,000円 242,000円
ニコニコボックス 0円 0円


