
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1388回 （本年度 26回）  
平成 29年 2月 9日(木)  
 
平和と紛争予防・紛争解決月間  

点  鐘  戸張 裕康 会長 
 

司  会  江口 進  会場監督 
 

斉  唱  「君が代」「奉仕の理想」 
 
お客様紹介 戸張 裕康 会長 
 
◆ 齊木 貴 様（川崎北 RC） 

私は、父との関係で北

クラブの方に入会させ

て頂いたという経緯が

ありますが、この中原

RC には個人的には自分

のクラブよりも親しく

させて頂いている人が大勢いらっしゃいますので、

こちらに来ると何かほっとした気持ちになれます。

これからも度々参りますので宜しくお願い致します。 
 

会員出席報告  神谷 直 出席・親睦委員 

欠席者：工藤会員、坂本会員、高木会員、都倉会員 
 

ニコニコ報告   神谷 直 出席・親睦委員 
 
◆齊木 貴 様（川崎北 RC） 
 本日はメーキャップで参りました。宜しくお願い致
します。 

◆戸張 裕康 会長・宮崎 玲児 副幹事 
 齊木さんようこそ。いつもお世話になります。本日
はクラブ協議会です。今期の事プラス来期の方向性
を色々話し合いたいと思います。宜しくお願い致し
ます。日米首脳会談も気になりますね。 

◆山本 剛 会員 
 プロジェクターをお借りしました。 

◆山田一之会員 
 帯状疱疹、人間家業 82 年、初めてなる病気、病名
すら知らなかった。ともかく痛い！！！驚きました。
でも良くなって出席するところまで来ましたが、ま
だいまいちの所もあります。  

 
◆小林 正樹 会員 
 齊木さんようこそ！！！ 
◆親睦委員一同 
 寒いですね！！！節分も終わり、次はひな祭り。いろ
いろ行事が続くので体調管理に注意したいものです。 

 
「みんなニコニコ」  
徳安 久是 会員・若狭 滋則 会員・鈴木 次男 会員 
小泉 正博 会員・市川 功一 会員・会田 公雄 会員 
堤 研司  会員・山本 剛  会員  

 

クラブ協議会  

《来期のクラブ運営について》 
 
◆市川 功一クラブ活性化委員長 
 今日は先を見据えての「クラブ基盤の確立」に

ついてのお話しを

したいと思います。

先日の地区の戦略

計画・拡大増強セ

ミナーに出席した

時のことですが、

地区の会員数を見

てみますと 1993年

頃からの統計で、当初約 3,100名位いた会員が昨

年度では約 2000人を少し超えた位に会員が減っ

ているとの事でした。今年度は昨年よりも今のと

ころは増えているが、期末の減少を考えると良い

数字は期待できないのではないかとの報告があり

ました。それの減少傾向に歯止めをかけるべくク

ラブ改革が行われようとしているわけですが、今

年度に大きな変化があったクラブの柔軟性を導入

する場合のクラブ細則の説明がありました。今回

はこれに基づき、クラブの基盤である例会数や会

員資格について取り上げてみます。例会数は大幅

に変更になり、具体例として、月最低 2回開催す

れば良い事になりました。また、会員の資格も従

来は正会員、名誉会員の 2種類であったのが、正

会員、法人会員、準会員、家族会員、ロータ－ア

クト会員、学生会員、賛助会員等に増え、クラブ

の裁量に任されることになりました。その他に、

奉仕プロジェクトや社交行事をクラブの裁量によ

って会合とみなすことができ、例会扱いにすると

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２６名 1９名 ７名 ８２.６１％ 

前々回(1月 26日)欠席 8名 Make up 0名 82.61％ 

ニコニコボックス 本日 16,000 円 累計 488,000 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 65,000 円 

 

 
 

 

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 第１・第３木曜日 PM12:30～ 第 2・第４木曜日 AM7:30～ TEL:044-711-8855 
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『人類に奉仕するロータリー』 Rotary Serving Humanity 

ＲＩ会長 ジョン・ジャーム 第２５９０地区ガバナー 高良 明 



共に、そこに出席すればメーキャップ扱いにするこ

とも可能になりました。また、当クラブでも以前に

少し紹介しました「東京御苑 RC」の概要の説明があ

りました。創立は 2015年で、100名上の会員がおり、

現在も増え続けているとの事でした。特に会員構成

や会費や寄付などに特徴があるので「クラブの基盤」

を考えるうえで参考になると思い記載いたします。 

1. 年間寄付  

ロータリー財団・米山奨学事業 2万円 

2. 年会費 

① 事業主またはこれに準ずる会員 16万円 

② 一般社会人  41歳以上     12万円 

③  〃   31歳以上 40歳まで  10万円 

④ 専業主婦・シニア（75歳以上） 10万円 

⑤ 例会食事代別途会員       6万円 

3. 例会参加費 年会費①②➂④の会員 1,000円 

      年会費⑤の会員    4,000円 

      ビジターフィー    5,000円 

4. 例会と時間 第 2.第 4 木曜日 19：00～20：00 

以上ほんの一部ですが、これだけでの資料での判

断は出来ませんが、会員減少の時代にこのように多

くの人が集まっているという事は一体どういう事が

起きているのかを考え、検討していかねばならない

事だと思います。 

 当クラブのでも、去年、入会 3年未満の方に集ま

ってもらい意見交換をし、例会で報告を致しました

が、今まで述べてきたことを含めながらまとめてみ

ます。   

・クラブの雰囲気は気さくで入り込みやすく、他ク

ラブと比較しても若い会員にとって居心地はいい

のではないか 

・職業奉仕という考え方に魅力を感じてる 

・年会費は 1～1.5何円/月 位が理想かなー 

・寄付については 1回の支払いが 1万円を超えるの

はチョットきついし、全体の額も多いのでは 

・登録料についても出席など様々な事情があると思

われ、全員登録までしなくてもいいのではないか 

・例会の時間は早朝の方が出席しやすいかなー 

・通常例会の他に会員同士が懇談出来る場がほしい 

 

などの意見がありました。こう言った全てを踏ま

え、「クラブの基盤」について被選理事会で検討され

ている最中であります。よくロータリーで言われる

「量・質」の問題ですが、大勢の会員を有している

クラブは良いとしても、人数の少ないクラブではそ

うも言っていられない状況で、会員の数が少なくな

れば会の存続が危ぶまれることになります。合併や

解散といった事態にもなりかねません。やはり増強

が急務であり、それなくして前に進むことは出来ず、

そのための「クラブ基盤の確立」であるわけです。

幸いにも当クラブは昨年度 5名の入会があり、結果

は純増 3名に留まりましたが、賛助会員が 12名おり

ます。その方達全員の意見ではありませんが、入会

3年未満の方と同じように、会費の件、例会数の件、

例会時間の件などに、入会にいまいち一歩踏み出せ

ない要因があるとの答えを頂いております。それに

は、クラブ運営の充実を求め、クラブ細則の見直

しを含め、クラブ会員全員で、クラブの存続に共

通の価値観を見出し、「クラブの基盤」を作り出し

ていかねばならないのです。今日の話が全ての事

を言い表しているわけではありませんが、ロータ

リーの目的を、そして何のための改革なのかをよ

く理解し、大同小異という言葉もある通り、将来

を見据え、今なすべきことに対し恐れずに歩みを

進めていきましょう。  
会長報告 戸張 裕康会長（2月 16日分） 
 

◇理事会報告（2 月 9 日開催） 

１．会長案件 

 ①「ロータリー経営大講演会」の登録料について

は、全員登録の依頼がきておりますが、参加者

分のみ送金と致します。尚、参加者の登録料に

ついては、クラブ予算より拠出しますので「個

人負担なし」です。4 月 22 日（土）神奈川県民

ホールにて開催 奮ってご参加下さい。 

※出席委員会にて出欠確認をとらせて頂きます。 

 ②「世界らん展」への「友の会」及び「他クラブ」

からの出席者報告  友の会：3 名   

他 RC：例会参加 9 名・らん展のみ 5 名 

  ③ 今後のクラブ運営について、検討の進め方 

  2/9 クラブ協議会 ⇒ 2/23 被選理事会 

 ⇒ 3/9 クラブ協議会にて全員のご意見を伺う 

  4/6 理事会にて細則改正案検討 ⇒ 全会員宛 

郵送 ⇒ 4/27 例会にて改正決議 
 

２．クラブ奉仕委員会より 

 ① プログラム案：3 月 9 日をクラブ協議会に変更 

その他については承認 

 ② 3 月 30 日夜間移動例会（観桜会） 

 ※卓話(メークアップ)ツアーとして開催の件 

  会場：クイーン･アリスガーデンテラス日吉  

点鐘 18：30  米山奨学生 丁 中斐君の卓話 

会費（会員負担分）：5,000 円 

ビジター費：1 万円（新会員も同額） 
   

********************************************** 

１．地区からの来信 

 ①2017-18 年度 地区研修･協議会開催のご案内が 

届いております。 

  日時：2017 年 4 月 2 日(日) 12：30-18：45 

  場所：聖光学院中学校･高等学校 

 ※出席対象者の方には、河合次年度幹事よりご案 

内をお渡し致します。ご予定ください。 

 ②第 1 回日本ＲＹＬＡセミナーへのロータリアン 

参加の依頼が届いております。 

２．第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 第 5 回会長･幹事会開催のご案内が

届いております。 

  日時： 平成 29 年 3 月 13 日（月) 午後 6 時 

  場所： 加賀料理 杉の家 やまぐち  

 会費： 7,000 円  


