
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 1223 回 （本年度 44 回） 

平成 25 年 6 月 13 日（木） 

点  鐘 若狭 滋則会長   

司  会 小林 正樹 会場監督 

唱  和  「四つのテスト」 

お客様紹介  

     お見えになりませんでした。 

会員出席報告  松川 正二郎 出席委員 

 

会長報告 若狭 滋則 会長(６月２０日) 
１.地区からの来信 

 ①2013-14 年度地区拡大増強セミナー開催のご案  

  内が届いております。 

  日時：平成 25年 7月 11 日(木) 15：00-17：30  

終了後懇親会 

  場所：メモワールプラザソシア２１ 

 ※出席依頼：河合会長、松川会員増強委員長 

 

２．中原区諸団体合同新年賀詞交換会の収支決算書

が届いております。 
 
幹事報告 戸張 裕康 幹事(６月２０日) 
 
１．他クラブ例会臨時変更のお知らせ 

本日は、ございません。    
  

２．他クラブ会報の回覧   
  本日は、ございません。  
 
３．次週 6月 27 日(木)は、ファイナル例会です。 

「太田なわのれん」にて点鐘 18：30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

退 任 挨 拶  
◆出席・家族・親睦委員会 山本 剛 委員長 

今期、大きなイベントは

川崎北 RC との合同例会で

した。東京アメリカンクラ

ブで催されましたが、慣れ

ない場所で開催すると

後々考えることが多いで

すね。お店の思惑にはまっ

たのでしょうか、予算をオ 

ーバーしてしまいました。しかしながら、合同例会を

開催できたということは大変なことです。また若い方

達との交流ができ、川崎北 RC の様子も分かり、そう

いった意味では有意義な合同例会を開催できたと思

います。残りの日数も少なくなってきましたが、あと

1回夜間例会がございます。最後まで皆様にご参加い

ただければと思っています。  
◆クラブ会報・記録・IT 推進委員会 

河合 束 委員長 
今期は都倉さん、小泉さ

ん、小林さんと 4人でやら

せていただきました。クラ

ブ会報ですが、写真撮影を

都倉さんが、会長・幹事報

告を岩崎さん、テープ起こ

しを小林さん（会社の方が

補助して下さっていま 

す）と皆様にご協力いただきました。他クラブでは会

報自体作らず HPに載せている等様々です。HPに関し

てはクラブ行事などは少し遅れ気味でした。我々も仕

事で何かあると、すぐにその企業の HP を検索すると

いうのが習慣になっています。その点を考えると HP

はきちんと整備しておかなくていけ 

ないと感じました。1年間有難うございました。 

 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２１名 １３名 ８名 ８１．２５％ 

前々回(5月 30 日)欠席 6名 Make up2名 １００％ 

会長・若狭 滋則  幹事・戸張 裕康 会場監督・高瀬 建夫 会報委員長・河合 束  
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川崎中原ロータリークラブ会報 

『奉仕を通じて 平和を』 Peace Through Service 

RI 会長 田中 作次  第 2590 地区ガバナー 露木 雄二 

◆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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◆プログラム委員会  仁上 喜久夫 委員長 

RC 入会以来、初めての
プログラム委員長となり、
まず会員卓話として趣味
と道楽という範囲の広い
テーマをお願いしました。
私の考えた以上に興味深
いお話を聞くことができ
満足していただけたと思
います。空いている日を 

             どうしようと何の案もな

く迷っていた時、山田さん、小林さんが、調整が大変

だと思う位、積極的に色々な方を紹介してくださり、

皆様に満足いただけるスピーチをお届けできたかと思

います。ただ外部からスピーカーをお呼びする際、名

前の通った方は費用がかかる、そして 1 時間半位ほし

いと言われるなど、大変難しい面もありました。これ

からも楽しみにしていきたいと思います。 

 
◆ロータリー情報・雑誌・広報委員会 

市川 功一 委員長 
一年を振返りまして少し

不十分だったかなと思いま

す。雑誌広報の方は、4 月

の雑誌月間に卓話で紹介し

ましたが少しだけになって

しまいました。HP は当委員

会も関係してくるかと思い

ます。HP というのは作るま

では出来るのですが、如何 
に更新するかが問題です。ある会社の HP を見ても 1
年も更新されていないとなると評価が落ちてしまう。

では誰が見るのか。RC の場合会員はもちろん、勧誘し

た方が中原 RC ってどんなクラブなのかなと検索しま

す。その際 HP がない、またはあっても 1 年更新され

ていないということになると「何だ」ということにな

ると思います。まだ数日ございます。委員長にはご苦

労かけますが更新の方よろしくお願いします。 
 
◆社会奉仕委員会    小泉 正博 委員長 

活動計画には４つのテー

マを挙げました。まず障害

者施設アシストへの支援、

これは財団の補助を使い緊

急時持帰りバックをアシス

トの皆様に贈らせていただ

きました。次年度も継続す

ると伺っています。川崎い

のちの電話への支援、区民 
祭への協力、自転車防犯ネット・盗難防止ワイヤーロ

ックの配布など他団体への協力も行いました。そして

大船渡 RC を通じての東日本災害支援ということで、

皆様から集めました 30 万円を贈りました。大船渡の

小中学校のグラウンドはなく仮設住宅となっていま

す。遊び場・運動場を作ろうということで、その整備

費用に使われるということです。1 年間有難うござい

ました。 
 
◆国際奉仕委員会   山田 一之 委員長 

活動計画書には私の 

名前がありません。途中

で急に担当になり相談

する相手もおらず、正直

これは困ったなと思い

ました。しかし、広い意

味での国際と考えれば、

私自身と長年の付合い

があるドイツがある、ド 
イツしかないと考えま

した。3 月のドイツ大使館訪問・4 月移動例会でのル

ッツ H ゲアゲンズ公使の卓話等を企画し実行しまし

たが、皆様のお役に立てたかどうか、クエスチョンマ

ークが付くかな。大使館公使には借りが出来たかなと

思う位、多分にお世話になりました。今後もクラブで

のお手伝いがあるならばやらなくてはいけないと思

っています。1 年間有難うございました。 
 
ニコニコ報告 松川 正二郎 出席委員 
 

若狭滋則会長・戸張 裕康 幹事 

恵みの雨も関東だけらしく、水不足が少し心配で

す。ただゲリラ豪雨も心配ですね。 

ファイナル例会の太田縄のれんさんでのおいしい

食事をとても楽しみにしております。 

ファンさん朝からようこそ!!  

市川 功一会員 

少し遠くの方へ行っていて２回ばかり欠席させて  

いただきました。 

ＳＡＡ一同 

本日は退任挨拶です、理事、役員、委員長の皆様一 

年間ご苦労様でした。 

出席、親睦委員会一同 

久しぶりの雨ですね。恵みの雨になるとよいです。

いよいよ今期も終盤です。楽しく会に参加しましょ

う。 

「みんなニコニコ」 

山本 剛会員・小泉 正博会員・都倉 八重子会員 

 

ニコニコボックス 本日 8,000円 累計 782,289円 

記念日ニコニコ 本日 0円 累計 105,000円 
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