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クラブ年度テーマ

『 ﾛｰﾀﾘｰの原点にたちかえり、思いやりの気持ちを持とう 』

Ｗｅｅｋｌｙ Ｒｅｐｏｒｔ

第 ４ 回 例 会 記 録
通 算 ： 第 1246号
例会日 ： 平成 23年 7月 28日
発行日 ： 平成 23年 8月 4日
◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢家庭集会 夜間例会」
◆次回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：「会員卓話」
◆ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
＊お客様
長戸はるみ様(第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､川崎高
津南RC) 今日は表敬訪問にお伺い致しました｡一年間
宜しくお願い致します｡
＊RC会員(敬称略､順不同)
田中 薫 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 長戸様､今日はよろしくお願い
致します｡
三家 護 昨日､消防署に久しぶりに立入り検査に来ら
れました｡何も指摘なしでしたが､皆さんも気をつけて
下さい｡
杉崎晴男 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､本日はよくいらっしゃいました
また､本日は今年度最初の家庭集会です｡ｸﾞﾙｰﾌﾟを越え
てお話を頂きたいと思います｡

会員数
出席

義務者
欠席数 出席率 MU

前々回

修正

本日 27 25 8 68.00%

前々回 27 25 9 7月14日分 5 84.00%

クラブ会報委員会
本藤光隆委員長 相馬 元副委員長
三富末雄委員 森山圭介委員 編集担当：森山圭介

点鐘・開会宣言・歌唱

 件 合計 累計 目標額 達成率

ﾛｰﾀﾘｰ財団 11 12,000 53,000 336,000 15.77%

米山奨学会 11 13,000 54,000 560,000 9.64%

ﾆｺﾆｺBOX 13 21,000 90,000 1,000,000 9.00%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 14 17,000 64,000 500,000 12.80%

◆会長報告
＊2011-12年度横浜東ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ8月第1例会の案内が
届いております。 日時:8月3日(水)19:30～21:00
場所:ﾎﾃﾙ･ｷｬﾒﾛｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 5Fｼﾞｮｲｽ
登録料:RC会員 3,000円

◆幹事報告
＊第61回｢社会を明るくする運動｣高津区推進委員会
斉藤二郎委員長より寄付金依頼があり､1万円送金致し
ました｡また第60回高津区｢社会を明るくする運動｣実施
結果報告が届いております｡お目通し下さい。
＊多摩川新聞社｢暑中見舞い協賛広告｣として2万円送金
致しました。
＊多摩川市制花火大会協賛金として1万円送金しました
◆近隣ｸﾗﾌﾞ例会変更のお知らせ
＊川崎ﾏﾘｰﾝRC:8月11日(木)休会(定款細則により)
＊川崎多摩RC:8月11日(木)休会
＊川崎西RC:8月12日(金)休会
＊川崎麻生RC:8月12日(金)休会
＊横浜東RC:8月12日(金)休会
＊川崎南RC:8月16日(日)休会
＊横浜あざみRC:8月17日(水)休会
＊川崎大師RC:8月17日(水)休会
＊川崎鷺沼RC:8月17日(水)休会
◆ﾛｰﾀﾘｰ為替ﾚｰﾄ変更のお知らせ 8月よりRI為替ﾚｰﾄが
下記に変更となります。1ﾄﾞﾙ=80円(現行82円)
◆諸事お知らせ
＊次週8月4日(木)の例会は福住亮雄会員の卓話です。
次週例会終了後に定例理事会が開催されます。

お客様

報告

長戸はるみ様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､川崎高津南RC)

史 潤宇様(米山記念奨学生)

来賓挨拶

皆様､今晩は｡今年度､第3ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐になりま
した､長戸はるみです｡どうぞ一年間よろしくお願い致
します。今回､各ｸﾗﾌﾞを表敬訪問しまして､こちらが最
後の訪問となります。
本日の家庭集会のﾃｰﾏは増強についてとのこと､

今､ｸﾗﾌﾞ協議会なども出席しており､その際､増強の意見
などもお聞きしております｡後ほどお話をさせていただ
きますので､ご参考になればよいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

祝慶事
≪会員誕生日≫

茅根正之会員 7/10 福嶋 徹会員 7/22
福住亮雄会員 7/27 飯尾光正会員 7/23

≪入会記念日≫ 田中 薫会長 H4.7.23
≪Ｒ財団 ﾎﾟｰﾙ・ﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰ・ﾋﾟﾝ≫
＊ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰﾏﾙﾁﾌﾟﾙ１($2.000)
三富末雄会員 森 正一会員

＊ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰﾏﾙﾁﾌﾟﾙ２($3.000)
石川演慶会員 飯尾光正会員

≪2010-11年度出席率表彰≫
1位 細谷和彦会員 124.4% 2位 三家護会員 117.8%



7月28日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

『家庭集会』

◆はじめの言葉 杉崎晴男副会長
家庭集会は年間3回以上行う計画としています。今回

は第1回目として3つのﾃｰﾌﾞﾙ別々に座って､ﾘｰﾀﾞｰの方に
まとめていただく形です｡本日は会員増強､会員候補者
の絞込み方法､接触方法､勧誘方法についてより具体的
に話し合っていただきたいと思います｡また､家庭集会
は会員増強だけが全てではありません｡本年の会長指針
｢原点に戻る｣にのっとり､｢奉仕活動の見直し｣というこ
とで職業奉仕を中心に社会奉仕､国際奉仕､新世代奉仕､
そして現在行っている奉仕活動の見直しをしていただ
きたい｡
そしてﾏﾝﾈﾘ化しているところをもう少し叩いて､よい

方向に向かっていけたらと思います｡各委員会の活動が
活発になればそれだけ我がｸﾗﾌﾞ全体の活性化にもなり
ますし､またそうなれば若い世代の新しい仲間も増やせ
ると考え､本日は皆様にお話を伺いたいと思います。
まずそれに先立ち､長戸はるみｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐のお考えの

一端を聞かせていただいて､それを参考にして皆様で討
論ができればと思います。

◆ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐のお話 長戸はるみ様
(第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 川崎高津南RC)

全ｸﾞﾙｰﾌﾟを回ってみても､どのｸﾗﾌﾞも増強を目標とし
ています｡各ｸﾗﾌﾞ悩みである増強に対して一生懸命やっ
ているわけですが､それぞれ抱えている問題点は違いま
す。例えば数だけで言いますと私のｸﾗﾌﾞは17名で多摩
ｸﾗﾌﾞさんは今年6月で会員が減り､現在18名です｡3～4年
前からみると多摩さんは10名程度減っています｡私の
ｸﾗﾌﾞはここ数年ほぼ増減がありません｡数で言うと同じ
少数ｸﾗﾌﾞなのですが､抱えている問題は全く違います｡
多摩ｸﾗﾌﾞさんにとっての今の問題は会員の年齢の二

層化です｡70歳代の会員が半数､昭和30年代生まれが約
半数､そして60歳代の会員が2～3名です｡そのために年
代的にｷﾞｬｯﾌﾟがあり､なかなか話をする機会がありませ
ん｡例会後も年代別に分かれてしまうようです｡しかし
昨年担当されたIMをきっかけに会員間の交流が取れた
ようです｡
私のｸﾗﾌﾞに関して言うと年代層は固まっているので､

あまりｷﾞｬｯﾌﾟがないのでまとまりやすい点はあります｡
百合丘さんは第3ｸﾞﾙｰﾌﾟの中で一番会員数が増えていま
す｡それは土地柄上､色々な企業が入っており､新興都市
でもあるので､住む方も外から入って来ているので会員
自体もいわゆる地主さんでないので勧誘しやすい状態
にあるようです｡
稲生さんと多摩さんはﾃﾘﾄﾘｰが同じで､稲生さんも数

年前まで元気が良かったのですが､今年度で5名退会さ
れました。西さんにおかれては一時より自然現象で会
員数は減ってきています｡
第3ｸﾞﾙｰﾌﾟは余り合同例会を行っていないようです｡

他の第1～8ｸﾞﾙｰﾌﾟは頻繁に行っています｡
前年度は第2ｸﾞﾙｰﾌﾟの鷺沼､第3ｸﾞﾙｰﾌﾟの高津､高津南の
3ｸﾗﾌﾞで合同例会を持てたことが良かったと私のｸﾗﾌﾞで
は言っております｡今年度もそういう形で合同例会をや
っていけたら良いなと思います｡何も第3ｸﾞﾙｰﾌﾟだけに
こだわらず色々なｸﾗﾌﾞと合同例会を行うと情報交換に
もなります｡
今､息子さん世代がﾛｰﾀﾘｰに入会する方がいらっしゃ

います｡お父さんと同じｸﾗﾌﾞには入りたくないというこ
とで他のｸﾗﾌﾞに息子は入会します｡すると入会したｸﾗﾌﾞ
だけ人数は増えるという現象が起きてしまいます｡
それなら他のｸﾗﾌﾞの息子さんを自分のｸﾗﾌﾞに入れるよ
うにすれば良いのではという話がありました｡
そう言った情報交換もかねて他のｸﾗﾌﾞへ訪問してい

ただけたらと思っております。

◆発表
＊大橋健治ﾟﾘｰﾀﾞｰ
色々話をした中で会員候補者の絞込みの話になり、

自分が川崎青年会議所の出なのでその卒業生を誘う方
法が出ました｡また三富さんの提案でまだ入られていな
い業種の方へのｱﾌﾟﾛｰﾁはどうかという意見が出ました｡
会員候補者への接触方法と勧誘方法は､今すぐ結果を

出すやり方ではなく､じっくり時間をかけて納得してい
ただいたうえで入会してもらう方が良いのではないか
という話になりました｡
奉仕活動の話は増強の話が白熱してしまい､こういう形
になりました。
＊細谷和彦ﾟﾘｰﾀﾞｰ
基本的に年寄りばかりではなく､若い人を積極的に勧

誘しようと言う事になりましたが､若い人は何かという
と｢ではﾒﾘｯﾄは?｣という話になってしまうのでなかなか
先へは進まないのではという話になりました。
また､例会時間も変更可能であれば検討していただき

たいという話もありました｡
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐からは交換留学生の親がﾛｰﾀﾘｰに理解がある
のでは？と言うところから交換留学生の親を勧誘して
みてはどうか､という話がありました。
＊本間信治ﾘｰﾀﾞｰ
大橋さんから話があった通りで､時間をかけて継続的

に勧誘するという話が出ました。また､会員皆さんの入
会時の動機を思い出していただいて､それを宣伝して増
強につなげるのもよいのでは｡結論を言うと､この時代
かなり厳しいのではないかということになりました。

◆会長のお話 田中 薫会長
杉崎副会長からもあったように､まとまって情報交換

していかなければｸﾗﾌﾞは発展していきません｡細谷会員
からも話がありましたが､｢職業奉仕としてはどういう
ことをやっているのか？｣と追求されることもあるでし
ょうから､行事だけでなく会社訪問なども良いことだと
思うので､色々なご意見を伺いながら進みたいと思って
おります。本日はありがとうございました｡


