
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1347 回 （本年度 30 回） 

平成 28年 3月 3日（木）  

点  鐘  市 川 功 一 会 長 

司  会   戸張 裕康 会場監督 

斉  唱 「君が代」「奉仕の理想」 

会員出席報告 神谷 直 親睦委員 

欠席者：工藤会員、髙木会員、徳安会員 
 

お客様紹介 市 川 功 一 会 長    

露木 雄二 様 
（地区戦略計画委員長 横浜瀬谷ＲＣ） 
丁 中斐 様（米山奨学生） 
 
入 会 式 東出 隆裕 君 ☆ 祝ご入会 ☆ 

 

 

 

 

 

 

 
有限会社ＴＲＣ 代表取締役 職業分類 不動産業 

会員お祝い おめでとうございます ♪ 

       戸張会員 

                 田辺会員 

今井会員 
 

 
本日のミニ情報 市川 功一 会長  
先週の地区チーム研修会で日本の 34地区の 1990-2015年
の会員数の一覧表が配られました。それによると会員数
の最大は 1996 年の 128,000 人、最少は 2012 年の 86,500
人と 96年の 68％まで減少しました。その後少し持ち直し
て 2015 年は 87,400 人です。当 2590 地区は最大が 94 年
の 3,155人で最小は 2015年の 2,140人とまだ底を打って
いません。当クラブは 2011 年に 20 名まで減少しました
が、本日 27 名までになりました。あと 1 名、6 月までに
純増「5」を達成しましょう！ 

 2590地区より委嘱状を受け取る会員 
 
会長報告 市川 功一 会長  
◇理事会報告 
１．会長案件 
① 東出隆裕君 3月3日入会式 
所属委員会：親睦委員会 情報集会GP：Ｂｸﾞﾙｰﾌﾟ 

  山本研修委員長、研修の日程についてご調整ください。  
② 3月31日の例会に、RID3520 台北樂群（Taipei 

LUCK-QUEEN）RCの会長と王妙涓さん来会   
２．クラブ奉仕委員会：3月および4月のプログラム承認  
３．職業奉仕委員会： 3/17（木）職場訪問ご案内配付  
４．社会奉仕委員会： 

2015-16年度分の東日本大震災義援金は、年度中に 
集めさせて頂きます。ご協力お願い致します。 

５．国際奉仕委員会 
新横浜RC提唱「南アフリカ学習者支援プロジェクト」 
については、個人での協力とする。 

６．青少年奉仕委員会： 
①宮崎委員長より RYLA 参加の報告 受講生47名   
② 職業講話は、中原中学校からの連絡待ちです。  

７. 2016-17 年度地区補助金申請： 
中原警察へ防犯グッズ寄贈の提案 承認 

 

幹事報告 会田 公雄 幹事 
１．地区からの来信  本日は、ございません。 
 
２．2016-17年度ロータリー手帳の案内が届いております。 

ご希望の方は、事務局までお知らせ下さい。  
３．他クラブ例会臨時変更 

●川崎鷺沼RC  
3月16日(水) 昼例会に変更 KSP 点鐘12：30 

 3月23日(水) 休会 
 3月30日(水) お花見親睦例会 うかい鷺沼店 18：00 
●川崎北RC  

3月23日(水) 休会 
 3月30日(水) 夜間例会 ｸｲｰﾝ･ｱﾘｽ日吉 点鐘18：00 
●川崎南RC  

3月29日(火) 昼例会に変更 
 4月 5日(火) 夜間例会に変更 創立56周年記念例会 
 5月 3日(火) 休会  

３．他クラブ会報の回覧  本日はございません。 
 
４．次週 ３月１７日(木) は職場訪問移動例会です。 

１２時に久地駅前の「かまど」に集合 
例会後に「日本理化学工業」に移動し見学をさせて 
頂きます。 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２７名 ２２名 ５名 ８８．００％ 

前々回(2月 18日)欠席８名 Make up ３名 ９５．４５％ 

 

  

 

川崎中原ロータリークラブ会報 川崎中原ロータリークラブ会報 

◆例会場 ホテル精養軒 木曜日 PM12:30～（第 2 週 AM7:30～）TEL:044-711-8855（東横線 武蔵小杉駅徒歩 3 分） 
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『世界へのプレゼントになろう』 Be a gift to the world 

ＲＩ会長 K.R.“ラビ”ラビンドラン 第２５９０地区ガバナー 箕田 敏彦 



 

卓 話 露木 雄二 様 地区戦略計画委員長 

「戦略計画って何ですか？」 
クラブの長期計画： 
３年後、５年後どの様なクラ
ブにしたいのか、女性の多
いクラブ、年齢バランスの良
いクラブ、社会奉仕の充実し
たクラブ、国際色豊かなクラ
ブ、朝例会のクラブ、夜例会
のクラブ、ｅクラブをつくる 
幹となる奉仕活動を育てる、
クラブを代表する継続事業
を育てる、継続事業と単年
度事業を組み合わせて実施 
会員増強計画は 

クラブの最適会員数は？毎年の増員計画・増員方法の決定 
 
戦略計画は、必要ですか？ 
今まで、戦略計画が無かったが、大きな問題は無かった 
  大きな問題は無かったが、非効率の可能性がある。 
戦略計画がないとどうなるか？（単年度主義の弊害？） 
  行き当たりばったり、活動内容が充実しない、・・・・ 
先ず何から始めればよいのか？ クラブの実情把握？ 
どの様にして作るのか 全員参加の計画創り 
何時作るのか すぐ始める 願うことは只一つ  クラブの活性
化（研修、奉仕活動） 活性化していれば、活動が活発で、会
員も生き生きとしており、退会者が少なく、入会者が多くなる 
 
全会員がクラブの実情を把握する 
会員の考え（クラブに対するイメージ）を知る 
 クラブの長所、短所を列記する １枚の用紙に１つの長所又
は短所を記入 最多意見をまとめる 同じような意見をグルー
プ化する 整理した結果を会員に報告する 再度クラブの長
所、短所を追加する 集計し、クラブの最大長所、短所を皆で
認識する（皆の思っている問題が、真の問題かどうかは分から
ない） 
 
戦略計画の作成 
クラブの長所、短所を参考にして計画を作成する 
  長所を伸ばすのか、短所を修正するのか、それとも 
  アンケートに関係なく新しい計画を作成するのか 
  達成期間は、３年、５年・・・・・・ 
  １年目、２年目、…の途中達成内容 
  目標の見直しをどうするか 
  環境の変化にどう対応するか 
クラブ運営方法、会費、会場、時間等の見直し 
衛星クラブ、ｅクラブ、イメージアップ、広報の検討 
会員増強計画 
 
クラブ奉仕活動の戦略化 
現在行っているクラブ奉仕活動は、戦略的ですか？ 
  中長期戦略計画を作成する 
戦略計画とは？ 
会員が行う多種な奉仕活動に対し、各活動の存在意義を正
確に理解し実施の為に効率よくクラブの資源を配分し最大の
成果を目指す（活性化、社会的イメージアップ、会員増強、ク
ラブライフの充実、親睦の質的向上等）全ての活動を、戦略
的に再構築する 
 
クラブ奉仕の見直し 
クラブ奉仕に含まれるすべての活動、例えば研修、会報、SＡ
Ａ、親睦、職業分類、広報等の活動内容をもう一度見直し、活
動の簡素化、活動内容の向上、効果的な運用等を考慮の上、
プログラムを修正する 

活動の意義を再確認し、効果的な運用が行えるようクラブ会
員全員のコンセンサスを得る 
活動の有機的結合を意識し、全活動の効率的運用を目指す
（全ての活動はクラブ活性化の為に行われるべきである。） 
 

 
これからすぐできる戦略活動 
ＳＷＯＴ分析により、クラブの強み、弱みを全員で認識 
新会員対象のクラブ内研修を行う  
  会員維持の方法としては最も重要 開催は、月一回のペー
スで。講師は前会長が適任 ＰＥＴＳでは、他クラブ会長エレク
トとの懇親を深め、情報交換を行いましょう 
地区研修協議会では、他クラブ委員長と懇親を深め、情報交
換をしましょう。 
現在行っている奉仕活動を戦略的に見直す 会員増強計画
を立てる これが最も戦略的 
 
クラブの現状を把握 
ＳＷＯＴ分析により、クラブの強み弱みを認識する 
クラブを取り巻く環境を把握する 
強み、弱みを組み合わせ数種類の計画を立てる 
クラブが今必要な計画を選ぶ 効果的な戦略計画を立てる 
 
戦略計画作成におけるポイント 
順調な時は、多少の問題点は影響されない 
不調の時は、ほんのちょっとした問題点も影響する 
問題点は、隠れたところにある 
  →全員参加のアンケートにより問題点を発見 
利点は欠点に、欠点は利点に変わる 
  →問題点を精査し、逆転の発想で計画作成 
一灯照隅 万灯遍照 

 
ニコニコ報告  徳安 久是 親睦委員 
 
露木 雄二 様（地区戦略計画委員長 横浜瀬谷ＲＣ） 

本日は卓話にお邪魔致しました。宜しくお願いいたします。  
小林 敏伸 様（川崎中ＲＣ）2/18・2/25 受付分 
 いつもお世話になります。  
市川 功一 会長 会田 公雄 幹事  
 今年も早いもので桃の節句を迎えました。今日は露木パスト 
ガバナーに長期戦略計画についてお話をいただきます。 
そして待望の今期4人目の新会員を迎えることができました。
東出さんようこそ当クラブへ！  

山田 一之 様 
 2 月 4 日ドイツ大使館の移動例会、大勢の人達の出席をいた
だきありがとうございました。大使館入場も身分証明も問われ
ず入場できました。大使の配慮があってのことで、大使にお
礼の手紙を送りました。  

都倉 八重子 会員 
 東京ドーム「世界らん展」での応援ありがとうございま

した。東出さん入会おめでとうございます。 

ＳＡＡ一同 
今日はひな祭りですが、もっとおめでたいことです！ 
東出さんの入会式があります。これからもよろしくお願いしま
す。都倉さん東京ドームお疲れ様でした。 
 

親睦委員会一同 
梅中、沈丁花の花が春を知らせてくれるような今日この頃です。
早く暖かくなるといいですね。  
「みんなニコニコ」 露木パストガバナー、丁君ようこそ！ 
鈴木 次男 会員・仁上 喜久夫 会員・原 秀元 会員 
田辺 清夫 会員・若狭 滋則 会員・島田 叔昌 会員 

古越 孝男 会員・小泉 正博 会員・山本 剛 会員 
 

 
次回 3 月 10 日（木）の予定 
早朝例会 卓話 阿部孝夫 前市長 

「マイナンバーのこれから」 

ニコニコボックス 本日 19,000円 累計 570,000円 

記念日ニコニコ 本日 15,000円 累計 85,000円 


