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　本日は2019-20年度の第1例会につき、井上久前年
度会長から中島健児会長へガベルの引き継ぎが行わ
れ、中島健児会長より井上久前年度会長・嶋前年度
幹事に記念品が贈呈されました。

＜点鐘＞� 中島健児会長

＜ソング＞　君が代　奉仕の理想

＜お客様ご紹介＞� 中島健児会長
米山奨学生　張楽君
青少年交換学生　マシュー君
中島健児会長より張君に奨学金が渡されました。

＜2019-20年度役員紹介＞� 中島健児会長
会長� 中島　健児
会長エレクト� 赤本　昌応
副会長・クラブ奉仕委員長� 古澤　利夫
幹事� 金子　拓哉
会計� 野島　敏昭
会場監督（SAA）� 北島　克己
副幹事� 平　　岡勉
職業奉仕委員長� 渡邊　辰夫
青少年奉仕委員長� 山崎恵美子
社会奉仕委員長� 井上　　勇
国際奉仕委員長� 鴨志田敏彦
理事� 井上　　久

大変頼もしいメンバーに囲まれ1年間活動してまい
ります。どうぞよろしくお願いいたします。

＜入会式＞　　　　　　　　　　　　中島健児会長
伊藤久史新会員→「7、8年ぶりになるかと思います。
当時に比べ会員数が増えたと感じております」。
鈴木岳人新会員→「父に負けないぐらい顔を売って
いきたいと思っております」。
菊池慶高新会員→「白山の方で家電修理販売を行っ
ているハマデンの菊池です。益々自分を高め社会奉
仕を皆様と共に行っていきたいと思っております」。
中島健児会長より新入会員にロータリーバッジが授
与されました。

※諸事情により、スケジュールは変更になる場合があります。
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＜祝い事＞　　　　　　　　　　安藤亨親睦委員長
会員誕生　　平岡会員、佐々岡会員
配偶者誕生　山木会員、屋敷会員の配偶者様
会員入会　　�金子幹事、結城会員、白井会員、
　　　　　　親松会員、安藤美恵子会員、玉井会員、
　　　　　　清水会員、坂井会員、尾崎会員

＜会長報告＞　　　　　　　　　　　中島健児会長
　先に、理事会報告です。
・�地区支払いの件　
・�IAサマーミーテイング　ロータリアンとインター
アクター人数分の費用の件
・麻生防犯協会会費の件　
・麻生区民まつり協賛金の件　
・�会長・幹事会　7/10（水）　参加費の件�
また、1月のガバナー補佐参加費用　当会での負担
・ホテルへのお中元の件
・出席免除の件　当会13名該当
・�新入会員の所属委員会の件　伊藤久史会員→IA
委員会、鈴木岳人会員・菊池慶高会員→親睦委員会
・45周年実行委員会立ち上げ、ゆりの会への諮問の件
・�8/2（金）、3（土）　長岡花火大会の件　会費を集金
いたします。
それぞれ承認可決されました。
　以下、会長報告です。
1.��2018-19年度　ロータリー青少年交換学生富士山5
合目付近のトレッキング　並びに

　2019-20年度　YE派遣学生団結式・壮行会の案内
　宗教法人泉谷寺　小机幼稚園　参加者　マシュー君
　�7/6（土）〜7/7（日）　トレッキング　宿泊場所　
富士宮グリーンホテル
　�7/13（土）　14:00〜16:00　団結式

16:30〜18:00　壮行会　
2.��第16回インターアクトサマーミーティング開催
の案内　山崎会員、親松会員に依頼いたします。

　7/30（火）　13:00〜17:00　横浜ワールドポーターズ
3.��麻薬・覚せい剤乱用防止センターより『ダメ。ゼッ
タイ』ポスター2種・募金活動用キット一式（募金箱、
絆創膏、小パンフレット）着　ご活用ください。

＜幹事報告＞　　　　　　　　　　　　　金子幹事
＊例会変更・案内　
　川崎中RC、川崎とどろきRC、川崎鷺沼RC
＊�活動計画書着　
　川崎西北RC、川崎中央RC、新川崎RC、
　川崎中　RC、川崎とどろきRC
＊その他
・7月ロータリーレート　1＄＝108円
・�長岡花火大会の件　次週より安藤亨親睦委員長よ

り会費の集金がありますのでよろしくお願いいた
します。詳細は行程表をご参照ください。

＜乾杯＞　　　　　　　　　　　　　　平岡副幹事
　前年度井上久会長・嶋幹事お疲れ様でした。新年
度中島健児会長・金子幹事の成功と門出を祝して、
会員の皆様の健康とご多幸を祝して乾杯！

〜お食事〜

＜ニコニコ委員会＞　　　　　　　　山口篤委員長
　中島健児会長→「新年度がスタートしました。1
年間よろしくお願いいたします」。金子幹事→「本
日より新年度が始まりました。皆様よろしくお願い
致します」。井上久会員→「皆さん一年間ありがと
うございました。中島年度もよろしくお願い致しま
す」。大矢会員→「万葉集の展覧会大好評の中で無
事終了しました」。旅行同好会→「先週の会長・幹
事お疲れ様会の残金を」。以下、感謝を込めてニコ
ニコヘ。阿久澤会員、安藤美恵子会員、安藤亨会員、
青柳会員、平岡会員、井上勇会員、鴨志田会員、北
島会員、小島会員、小塚会員、都田会員、宮﨑会員、
中島眞一会員、中村会員、野島会員、親松会員、尾
崎会員、坂井会員、佐々岡会員、嶋会員、白井会員、
菅会員、鈴木文夫会員、鈴木清会員、鈴木岳人会員、
玉井会員、渡邊会員、山口卓会員、山木会員、山崎
会員、屋敷会員、結城会員、山口篤会員。

＜出席委員会＞　　　　　　　　　　鈴木文夫委員
会員 出席 欠席 メーク

第1963回	 48	 42	 6	 	 87.5%
第1962回	 45	 23	 22	 6	 64.44%

出席率

＜ニコニコ・財団・米山委員会＞
今回

ニコニコ
財団
ベネファクター
米山

	 38件	 44,514円	 38件	 44,514円
	 4件	 64,200円	 4件	 64,200円
	 0件	 0円	 0件	 0円
	 2件	 40,000円	 2件	 40,000円

累計

　
＜ロータリー財団委員会＞　　　　　阿久澤委員長
　中島健児会長→「新年度第一例会を記念して。一
年間よろしくお願いします」。金子幹事→「本日よ
り1年間よろしくお願い致します」。安藤美恵子会員
→「先週は会長・幹事ご苦労様会、お疲れ様でした。
中島健児年度のスタートですね。期待しています」。
結城会員→「38年目になりました」。



＜米山奨学委員会＞　　　　　　安藤美恵子委員長
　中島健児会長→「新年度第一例会を記念して。一
年間よろしくお願いします」。金子幹事→「1年間よ
ろしくお願い致します」。

本日のプログラム
＜会長方針＞　　　　　　　　　　　中島健児会長
　私は2008年に入会し11年目となります。まだまだ
未熟でご迷惑をかけるかと思いますが、会員の皆様
の温かいご支援とご協力を賜りながら、1年間汗を流
していきたいと思います。

　2019-20年度RIマーク・ダニエル・マローニー会
長は『ロータリーは世界をつなぐ』というテーマを
掲げられました。このテーマを踏まえ、ロータリー
クラブに入らなければ繋がらない人脈を増やす事、
奉仕活動を通して地域と繋がりを持つこと、ロータ
リーの様々な活動を通して繋がりを拡げること。こ
れらの実践を繰り返すことがRIテーマに沿った活
動に繋がるという事を肝に銘じ、会の運営に取り組
んで参ります。
　
◆ 3つの強調事項
1.��ロータリーを成長させる
2.��奉仕活動やプロジェクトのインパクトを成長さ
せる

3.��会員を増やす
　クラブを発展させる上で、会員増強は永遠のテー
マでありますが、受け入れるクラブに魅力が無けれ
ば、そのクラブの発展はありません。3つの協調事
項を踏まえ、退会防止という観点にも重きを置き、
魅力あるクラブ運営に勤めて参りたいと思います。

◆�第2590地区活動目標
　最重点項目に挙げられたのは会員増強です。轟ガ
バナーが入会した1993年度と現在の地区会員数を比
較すると1,100名減少しており、実に1/3が退会して
いる現状です。会員基盤を強化すべく、今年度は地
区の会員数2,100名を目指す努力目標が立てられて
います。地区目標の純増6％を達成したいと思いま
すので、ご協力お願いいたします。

◆�第2590地区テーマ『原点を忘れずに挑戦』
〜入りて学び、出でて奉仕せよ、を実践しよう〜
　ロータリアンは例会に出席し、会員同士の親睦を
深め、奉仕活動に参加する「出席・親睦・奉仕の好
循環」を繰り返すことにより、ロータリアンとして
洗練され、また他の社会では味わうことのできない

経験を積むことができます。「出席無くして親睦無、
親睦無くして奉仕無」この考え方を基本にし、楽し
さの中にも、規律ある魅力的なクラブ作りに貢献し
ていきたいと考えております。

◆�第2590地区　地区方針8項目
1.�改革の波を過疎させ多様性のあるクラブ作り
2.�会員増強と会員維持に努めクラブを強化
3.�研修の意味を改めて考え、取り組む
4.�ロータリーをよりよく知って好循環を実現
5.�財団プログラムへの寄付目標
　年次基金寄付：150＄以上/1人
　恒久基金寄付：ベネファクター�1名以上（31〜50
　名のクラブ）
6.�ロータリー米山記念奨学事業への寄付目標
　普通寄付：�5,000円以上/1人（誕生月に協力）
　特別寄付：20,000円以上/1人
7.�マイロータリーへの登録と活用
8.�ロータリー賞への挑戦
詳細については活動計画書をご一読ください。

当クラブテーマ
　『百合丘らしさの継承』を掲げ活動します。個性
豊かで、魅力ある会員同士が世代間の垣根を越えて
交流が図られているからこそ、規律のある中にも、
明るく楽しい雰意気の中で会の運営がなされている
のが『百合丘らしさ』だと思っています。この『百
合丘らしさ』をしっかり継承していくために4つの
項目を定め運営に務めます。
1.�充実した親睦活動の実施
・�月1回の夜会の開催…会員間の交流を深め満足度
の向上と退会防止の効果
・積極的に入会候補者をゲストに迎え、会員を増強
2.��各種奉仕活動を通して会員と地域との繋がりを
深める

・�社会奉仕委員会が主催
　�清掃活動、あしなが募金活動、青色パトカーでの
地域防犯活動、昭和音楽大学バザー参加と売上金
の寄付
3.�会員6%純増
・6%の純増を目指すには3名の純増が目標
・�年2回のクラブフォーラムを開催…増強について
の積極的な意見交換、目標達成の実現
　�本日3名の新入会がありましたが、今年度が終了
するまでの目標となってますので引き続き皆様の
ご協力よろしくお願いいたします。
4.柔軟性ある例会運営
・多種多様な例会や親睦を展開しクラブを活性化
　�地区方針8項目の1に『改革の波を加速させ多様性



のあるクラブ作り』とあります。昼の例会に囚わ
れない移動例会などで、親睦の機会を多種多様に
展開し活性化を目指します。

　会長として与えられた任期を全力で全うし、会員
の皆様にとって「充実した楽しい1年だった」と振
り返っていただけるよう、金子幹事と頑張ってまい
ります。1年間どうぞよろしくお願いいたします。

＜点鐘＞　　　　　　　　　　　　　中島健児会長


