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●司会            白石 浩司 ＳＡＡ 

●点鐘              増田 昌美 会長 

●斉唱                  それでこそロータリー 

       ♪ソングリーダー 石川 庸 

本日の卓話者紹介        増田 昌美 会長 

地区拡大増強委員 新横浜ＲＣ  山本 いつ子 様 

地区拡大増強委員 川崎大師ＲＣ 渡辺 冨士夫 様 

 

来訪ロータリアンの紹介  岩井 茂次 親睦委員長 

東京田園調布ＲＣ         石山 敏昭 様 

川崎ＲＣ             山本 浩文 様             

川崎ＲＣ             市川 洋治 様 

川崎ＲＣ             田辺真一郎 様 

川崎中央ＲＣ           中村 紀美子様 

 

会長報告            増田 昌美 会長 

１． 先週ご案内させていただきました地区大会の記念

チャリティーディナーショーの出欠確認を回覧さ

せていただきます。 

   日時：平成２３年１０月４日(火) 午後６時～ 

   場所：横浜ロイヤルパークホテル 

２．地区大会記念囲碁大会の案内が届いておりますので、

回覧させていただきます。 

   日時：平成２３年１０月２日(日) 午後１２時～ 

   場所：横浜ベイシェラトンホテル ４階 

幹事報告            武者 惠吾 幹事 

１．先週ポストに入れさせていただきましたが、次週８

月１７日(水)は指定休会日となります。お間違えの

ないようお願いします。 

２．事務局の夏季休暇は８月１５日(月)から８月１９日

(金)までとなります。 

３．ガバナー事務所の夏季休暇は８月１１日(木)から８

月１６日(火)までとなります。 

４．大変遅くなりましたが、創立 35周年記念誌が出来

上がりましたので回覧させて頂きます。事務局に保

管しますのでご覧になりたい方はいつでも寄って

ください。 

５．８月２４日(水) 第２回拡大増強委員会主催の合同

委員会を開催します。 

  詳細は後日中村委員長からご案内させていただき

ます。 

６．８月３日開催の第２回理事会議事録をポストに入れ

てありますのでご覧になって下さい。   

 

出席報告          船木 幸雄 出席委員長 

1871 回 60 52 38 14 73.08 ％

1869 回 60 52 28 24 53.85 ％

6 修正出席率65.38 ％前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　

 

メークアップ             

川川川崎崎崎大大大師師師ロロローーータタタリリリーーークククラララブブブ週週週報報報   

第３９期 

会 長 増田 昌美 

副会長 竹中 裕彦 

    村石 庄作 

幹 事 武者 惠吾 

ＳＡＡ 白石 浩司 

 

例会日：毎週水曜日 ＰＭ１２：３０～ 

 

例会場：大本山川崎大師平間寺信徒会館 

事務局：〒210-0812 神奈川県川崎市川崎区東門前 1-15-10 カーサ石井 1F 

 
Tel.044-277-7569  Fax.044-288-8550 

URL http://kawasakidaishi-rc.com/  E-mail:daisi-rc@eagle.ocn.ne.jp 

 

 
第１８７１回（本年度 第６回） 例会 平成２３年 ８月１０日 －晴－ 

http://kawasakidaishi-rc.com/
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林 鶴・小泉 敏和・渡辺 冨士夫・岩崎 寛・ 

鈴木 昇二・坂東 保則        各会員 

7月度出席順位 

５００％武者惠吾会員 

４７５％増田昌美会員 

２７５％飯塚元明会員 

２２５％中村眞治会員 

２００％鈴木幹久会員・須山文夫会員・牛山裕子会員 

１５０％船山昭三会員・石川庸会員・水口衛会員 

１２５％野沢隆幸会員・竹中裕彦会員・横山俊夫会員 

    渡辺冨士夫会員・白石浩司会員・岩井茂次会員 

    鈴木昇二会員・石渡勝朗会員・船木幸雄会員 

ホームクラブ１００％ 

    船山昭三・鈴木幹久・安藤賢一・中村眞治・ 

    竹中裕彦・増田昌美・横山俊夫・村石庄作・ 

    石川庸・白石浩司・岩井茂次・武者惠吾・ 

    石渡勝朗・須山文夫・船木幸雄・飯塚元明 

  各会員 

スマイルレポート(ニコニコボックス) 

村石 庄作 副会長 

新横浜ＲＣ            山本いつ子 様 

本日はよろしくお願い致します。 

川崎RC              山本 浩文 様 

メークアップ お世話になります。 

川崎RC              市川 洋治 様 

増田会長 一年間がんばって下さい。 

川崎RC              田辺真一郎 様 

お世話になります。 

川崎中央RC            中村紀美子 様 

お暑いですね。長島さん、石川さん、嶋崎さん、清水さ

んお世話になりました。増田会長１年間頑張ってね！ 

遠藤 悦弘 会員 

先週入会祝で名前を呼ばれましたので。 

渡辺 冨士夫 会員 

拡大増強山本委員 卓話宜しくお願い致します。 

地区でも大変御世話になっています。 

白石 浩司 会員 

いつもお世話になります。 

山本さん、渡辺さん 本日卓話宜しくお願いします。 

竹中 裕彦 会員 

①吹く風が体温より高く体にまとわり付きますね。皆さ

まご自愛ください。 

②山本さん、お久しぶりです。RYLA楽しかったですね。

卓話宜しくお願い致します。 

増田 昌美 会長 

卓話講師山本様、渡辺 冨士夫様 宜しくお願いします。 

村石 庄作 会員 

山本いつ子様、渡辺 冨士夫様 卓話よろしくお願いし

ます。 

本日のニコニコのテーマ 

「山本さん、渡辺さん、本日は卓話よろしくお願いしま

す。」 

♪横山俊夫♪水口衛♪牛山裕子♪武者惠吾♪炭谷博功 

♪鈴木昇二♪岩井茂次♪嶋崎嘉夫♪谷澤幹男♪石川庸 

♪石渡勝朗♪久保博和♪鈴木節夫♪沼田直輝 

各会員 

卓話者紹介           横山 俊夫 会員 

 

卓話者  地区拡大・増強委員 山本 いつ子 様 

株式会社 クリエイトエス・ディー 取締役 

略歴 2006年 新横浜ロータリークラブ入会 

増強の卓話を高橋地区委員長より仰せつかりました。

宜しくお願い致します。 

まず、7 月 11 日の地区拡大・増強セミナーに於いて

上澤ガバナーは、①増強が源でクラブの力になる②各ク

ラブ純増１名のお願い③各クラブ全会員が増強委員の

つもりで活動して欲しいといわれました。その時に会長               
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の思い入れが増強成功のキーポイントになるとも申さ

れました。私も新入社員の訓辞で話しますが、成功の方

程式は、成功＝能力×熱意×考え方（誠実さ）です。熱

意が伴った能力があり誠実な考え方で進めていかなけ

ればならないということです。成功の決め手は熱意、つ

まりやる気です。この考え方は増強活動にも通じると思

います。クラブは会長によって変わります。増強の成否

は会長の熱意によって決まるのです。全会員が増強委員

のつもりで活動するには、皆さんが入会時の気持ちに立

ち返ってみるのが良いと思います。入会してよかったこ

とは、自分の専門分野以外の事を学びとることができる。

また、その人を知ることができることだと思います。こ

うした思いをご自分の言葉で体験を通し候補者に語る

ことが大切なのだと思います。誠実さについては、ロー

タリーの情報を正確に伝えることです。私が入会を勧め

るのだからあなたの人生が豊かになると自信をもって

言えるようになることが大切です。私たちが地域社会を

代表する者としての責任をもって自己一生涯研鑽して

ゆくことが肝要です。また、相手の状況を理解した上で

勧めることも大事です。クラブ都合でなく相手の立場に

立って考えることです。クラブに新会員が入ると、新し

い風が吹き活性化します。彼らは新しい交友関係を持っ

ているので、増強に関わって頂くとプラスの連鎖が働き

ます。新横浜ロータリーでも、若く入会間もない方が出

席委員長を務め新しい２つの活動をはじめました。反響

は大きいがクラブ全体が見守っている雰囲気です。そう

して新しい会員さんが増える事でクラブの活動が活発

になります。新会員さんには、活動の中で協力してもら

い素晴らしロータリーライフを過して頂きたいです。

 

卓話者  地区拡大・増強委員 渡辺 冨士夫会員 

 前年度会長として過ごさせて頂きましたが、反省と力

不足を痛感しており、今後のクラブ活動の中に会員増強

を含めて生かして行ければと思います。その為にも熱意

が必要で有ります。会員 115名から当年度 60名に減少

した原因を分析して今後の会員増強として検討して行

く必要が有ると思います。例会出席等の利便性を考え増

強は出来るだけ地域の人を中心に勧誘して行く必要が

有ると思います。私のロータリーの友情とは、信頼で有

り安心感だと思います。そして学ぶとして異業種の方々

の知識を吸収しております。会員増強には 115名を入会

させた方々のお力をお借りして再度トリプルワンにし

て頂きたいと思っております。2004年１月 28日にお出

で頂きました当時のパストバガナー上野孝様のお言葉

をお借りして卓話の締めと致します。会員増強には①目

的明確にする(職業人のための生涯教育団体である)②

生涯教育として職業倫理を高めていく③奉仕の理想の

意味を学ぶために例会がある④自分の魂を磨くところ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会 8月 31日（水） 

 

第二回クラブ協議会 

渡辺年度 決算報告 

 

：クラブ会報委員会： 

岩崎寛／川又竜志郎／久保博和／沼田直輝 
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