
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1487回 （本年度 第 6回） 

令和 2年 9月 17日（木） 早朝例会 
 

点  鐘  小林 正樹 会 長 

司  会   内藤 松雄 会場監督 

斉  唱 「四つのテスト」  
 

会員出席報告 江口 進 出席委員長 

 
欠席者：藤村会員、今井会員、坂本会員、坂口会員、髙木会員 
    都倉会員 

 
 

お客様紹介  
 
本日は、いらっしゃいません。 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ活性化に向けて  
 
クラブ活性化委員会 徳安久是 委員長 
 

委員長から本日の趣旨の 

説明があり、本例会にて 

クラブ活性の課題に対し 

ブレインストーミングを 

行っていき、相互理解と 

意見収集、発想の誘発をしていくことになりました｡ 

ブレストのテーマは下記の項目です（配布資料あり） 

 

＜本日のクラブ活性委員会討議テーマ＞ 

（1）クラブ運営について 

   ①クラブのあり方について 

   ②ＩＴ化について 

（2）青少年交換プログラムについて 

 

（1）のクラブ運営 ①クラブのあり方については、長

きにわたってクラブの会員数が伸び悩んでいる現状

のままでは、他クラブとの合併も視野に入れていか

なければならないという大きな議題について、会員

それぞれが思っていることを出し合いました。 

ベテラン会員も新米会員もそれぞれ本件について

は思っていることがそれぞれにあり、限られた時間

ではとても足りず大幅な時間オーバーとなってしま

うくらいに活発な意見が噴出しました。自ら合併を

望む会員は皆無でありながらも、現状であれば合併

を真剣に考えるべきという意見もあれば、まだ時期

尚早と考える意見もありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２３名 １３名 １０名 ６８.４２％ 

前々回(8 月 20 日) 欠席 9 名 Make up 2 名 ８０.００％ 

 

 
 

 

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木曜日 PM12:30～ 第３木曜日 AM7:15～ TEL:044-711-8855 
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 会長・小林 正樹  幹事・神谷 直 会場監督・内藤 松雄 会報委員長・井元 雄一  

事務所・〒211-0063 川崎市中原区小杉町 3-70-4 ホーユウパレス武蔵小杉 104 
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『ロータリーは機会の扉を開く』 Rotary Opens Opportunities 

ＲＩ会長 ホルガー・クナーク 第２５９０地区ガバナー 吉田 隆男 

井元雄一会員ワンポイント 

エクササイズ 
 
首こりも解消！ 
簡単ストレッチ 
｢頸椎stretch｣ 



 

 

 

 

 

 

 

             

写真からも会員皆さ

んの熱心な意見交換の

様子が伝わってくると

思います。時間延長と

なりましたが皆さまの

熱い思いを共有するこ

とができました。 
 

② IT化については、コロナ禍のような事態が再度

発生したときにでも、集まれないからと言って例会

を中止とするのではなく、クラブの営みが継続でき

る体制を整えておき、新しい生活様式で会員相互に

繋がれるようにすること。また新規で入会する者の

「心理的な」ハードルを緩和することによって会員

増強の促進材料として当クラブの優位性とするべく、

委員長から提案がありました。 

会員からは、どうしても参加できない場合に限っ

て、感想を幹事や事務局で吟味することによってビ

デオ視聴で出席や Makeup とするのは賛成であると

いう意見や、それをすることで例会の実出席が減少

する懸念があるのではないか、という意見が出され

ました。今回で決定ではなく継続的に模索します。 
 

（2）青少年交換プログラムについては、時間が無く

なってしまいましたが、受入可能な会員のヒヤリン

グ（用紙提出）のお願いがありました。 

 

ニコニコ報告   
 
◆小林正樹会長・神谷 直幹事 
 やっと過ごしやすくなってきましたね。ぐっすり

寝ることができるのではないでしょうか。 

 今日も頑張っていきましょう。 
 
◆河合 束会員 
 ＷＨＯがアフリカ地域の野生ポリオの根絶を認定
致しました。残るはアフガニスタンとパキスタン
です。我々が協力できることは僅かですが、地区
の目標である財団への寄付に加えて、ポリオへの
寄付＄３０のご協力をお願いいたします。 

 
◆SAA一同 
 本日は早朝よりご苦労様です。 

よろしくお願いします。 
 
◆「みんなニコニコ」 

神林 久雄会員・山本  剛会員・市川 功一会員 

高瀬 建夫会員・徳安 久是会員・江口  進会員 

小泉 正博会員 
 

 

会長報告 小林 正樹 会長（10 月１日） 
１．地区より、第 49 回ロータリー研究会第 2 部への

お誘いを頂きました。例年全国のガバナー、ＰＧ、
ＧＥ、ＧＮを対象に開催されるロータリー研究
会は、新型コロナウイルス感染拡大の現状を鑑
み、本年度はＺＯＯＭによるオンラインでの開
催となります。これを受けて、今回初めての試み
として、第 2 部からはロータリークラブ会長も
参加可能との事です。 

2020 年 11 月 25 日(水) 20：00-21：00 

ドイツのクナークＲＩ会長とライブで繋げて 

オープン・フォーラムが行われます。 

※貴重な機会ですので、参加の申し込みをさせて
頂きました。  

２．9 月 18 日(金)ナミビア共和国への救急車贈呈式

に市川会員と出席して参りました。  
３．理事会報告  

 ※議事録は、メールまたはＦＡＸにて送信します。 
 

幹事報告 神谷 直 幹事（10 月１日） 

１．地区からの来信 

①米山月間・Ｒ財団月間に向けてアンケートの提
出依頼が来ております。   

②ローターアクトに関するアンケートへの協力依
頼がきております。   

③第 7 回日台ロータリー親善会議福岡大会中止の
報告が届いております。     

２．他クラブ例会臨時変更  
●川崎ﾏﾘｰﾝ RC  

10 月 8 日(木) サンピアンかわさき 4 階会議室 
10 月 29 日(木) 休会 
11 月 12 日(木) 3 クラブ合同例会を「昼例会」

に変更 
●川崎とどろき RC 10 月 12 日・26 日(月) 休会 
●川崎中 RC  

10 月 13 日(火) 休会 
●川崎宮前 RC  

10 月 13 日(火) 夜間例会を「昼例会」に変更 
 

次回例会は、早朝例会です。 

10月 15日(木) 点鐘７：１５ 

ニコニコボックス 本日 11,000 円 累計 123,000 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 20,000 円 

神谷 直 幹事  

ワンポイントアドバイス 
 

「気をつけろ！私道の相続登記漏れ。
相続問題の蒸返しが起きる。」  

川崎中原ロータリークラブ公式フェイスブック

ページができました。会員皆様ぜひご覧下さい。

コメントもよろしくお願いします。 

https://www.facebook.com/rcnakahara/ 

 

https://www.facebook.com/rcnakahara/

