
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 1224 回 （本年度 45 回） 

平成 25 年 6 月 20 日（木） 

点  鐘 若狭 滋則会長   

司  会 鈴木 次男 会場監督 

唱  和  「我等の生業」 

お客様紹介 若狭 滋則会長 
 
齊藤  巌様(第２グループガバナー補佐、 

川崎とどろきRC) 
小澤 秀昭様(次期第２グループガバナー補佐、 

川崎北RC) 
范 惠怡さん（米山奨学生） 
   
会員出席報告  市川 功一 出席委員 
 

会長報告 若狭 滋則 会長(６月２７日) 
１.地区からの来信 
 ①『ロータリー財団 未来の夢ハンドブック』が届い

ております。 
  Ｒ財団「未来の夢計画」をご理解いただく一助に

なればと、その詳しい内容について 2590地区とし
ての考え方、取り組みも含めて明記したハンドブ
ックを作成。会長、幹事、Ｒ財団委員長、国際奉
仕委員長、社会奉仕委員長を中心に、関係委員の
皆様に、数年度引き継いでお持ちいただきご活用
いただければとの事です。 

 ②麻薬・覚せい剤乱用防止センターより、ポスター、
ニュースレター、募金活動用キットが届いており
ます 

 ③第 11 回日韓親善会議の報告書が届いております。
当日ご参加の方にお渡しいたします。 

 ④2013-14 年度のＲ財団ポリオへの使途指定寄付の
お願いが届いております。（下記文面） 

  国際ロータリー、世界保健機関(WHO)、国連児童基
金(UNICEF)、米国疾病対策ｾﾝﾀｰ(CDC)、ビル＆メリ
ンダ･ゲイツ財団が主導パートナー･主力組織とし
て進めているポリオ撲滅戦略計画は、この度その
最終計画と位置付ける「2013-18年ポリオ撲滅戦略 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計画」を立ち上げました。 
これは、2015 年までに野生のポリオウィルスを根絶
し、2018 年末までにポリオ撲滅の認定を受けること
を目指し、徹底した予防接種の強化と、インフラ構築
等に努めるものです。 
約 55 億ドルのコストが見込まれるこの計画において、
約 7 億ドルの活動資金が不足している現状を受けて、
2012年 9月、国連総会中のポリオ特別会合において、
ロータリーは3年間で7,500万ドルの資金投入を表明
しました。当地区ではこの表明を支援すべく、2013-14
年度、下記要領にてＲ財団寄付に協力したいと考えて
います。 
つきましては、貴クラブにおかれましても会員各位に
趣旨をご説明いただき、2013-14年度のＲ財団ポリオ
への使途指定寄付にご協力いただきたく、宜しくお願
い申し上げます。 
2013-14年度支援： 
寄付金額：会員一人当たり 5,000円 
寄付方法：2013-14年度内にポリオへの使途指定寄付
としてＲ財団寄付を行う。 
 
幹事報告 戸張 裕康 幹事(６月２７日) 
１．他クラブ例会臨時変更のお知らせ 
●川崎ﾏﾘｰﾝ RC 7月 18日(木) 夜間例会 
 ｻﾝﾋﾟｱﾝかわさき    点鐘 18：30 

２．他クラブ会報の回覧   
  本日は、ございません。  

お 客 様 挨 拶  
◆第２グループガバナー補佐 

              齊藤  巖 様 
             本日は最後のご挨拶に 

参りました。中原 RC の

皆様には大変お世話に

なりました。１年間本当

に有難うございました。 

  
◆次年度 第２グループガバナー補佐 

小澤 秀昭 様 
次年度第 2 グループガバナー補佐を拝命しました

小澤秀昭と申します。川崎北 RCに所属しております。

河合会長、市川幹事のご協力をいただきながら一生懸

命努力して参ります。どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 
 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２１名 １５名 ６名 ８８．２４％ 

前々回 6月 6 日)欠席 5名 Make up1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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◆米山奨学生  范 惠怡さん    
 今年私は 4 年生になりました。卒業論文やゼミなど

で忙しく過ごしています。毎年 2 回合宿があるのです

が、今年秋の合宿は、被災地でボランティアとして活

動する予定です。後日、そのご報告が出来ればと思っ

ています。また来年は社会人、これからもよろしくお

願い致します。 
 

退 任 挨 拶  
◆会田 公雄 副会長 

1 年間副会長をやらせていただきました。若狭会長

がお元気で欠席も 1 度だけ。その 1 度の欠席は気を遣

っていただいたのか、私に「経験だけはしろ」とわざ

と欠席したのでは？と思っております。その時は皆様

に大変ご迷惑をおかけしたかと思います。1 年間色々

と有難うございました。  
◆山本 剛  直前会長 

直前会長として理事会で発言させていただいた以外、

思い当たらないのですが、他の役が結構忙しく自分が

直前会長だということを、すっかり忘れていました。1
年間有難うございました。  
◆市川 功一 副幹事 

皆様のご協力で新年度が迎えられることとなりまし

た。皆様一人一人お顔が違うように様々な意見があり、

意見を戦わせることがクラブの発展に繋がると思って

います。そして会員増強、まだまだクラブでやれるこ

とがあるというご意見もあります。全員で取組んでい

けば必ず成果が表れる。どうぞよろしくお願い致しま

す。１年間有難うございました。  
◆会場監督        髙瀬 建夫 会員 

 期中活動計画書にはテーマを 11 項目挙げさせてい

ただき、鈴木さん、小林さんと 3 人でやらせていただ

きました。今年度は移動例会が多く、毎回大きな荷物

を抱えて例会に臨みました。各役員と蜜に連絡を取り、

例会項目の掲示、会場設営等、皆様のご協力をいただ

きながら、しっかりと例会をこなせたと思います。ま

た当クラブは出席率が良く第 2 グループでは 2 位、ニ

コニコの金額も素晴らしいと思います。1 年間勉強さ

せていただきました。本当に有難うございました。  
◆会 計          黒澤 穣 会員 

 4 月に川信の武蔵小杉支店に赴任し、5 月に入会させ

ていただきました。ようやくこの例会の雰囲気に慣れ

てきたところです。会計の内容につきましては、次回

報告できるよう岩崎さんと打合せていきたいと思いま

す。ロータリー精神等もこれからご指導を受ける予定

です。少しずつ覚えながら出来ることをやっていきた

いと思っております。どうぞよろしくお願い致します。  
 

◆河合 束 会長エレクト 

このクラブの 1 番の行事は会員増強です。色々と

名前は出てきているのですが、その方に辿り着かない。

次年度の会員増強を皆様と力を合わせやっていきた

いと思います。1 年間よろしくお願い致します。 
 
◆戸張 裕康 幹事 
１年間後協力有難うございました。今日が 45 回目

の例会、長かったような短かったような･･･。8 月の

鈴木寄里枝様の「母から伝わる教え言葉」という卓話

が心に残っています。また会員卓話「趣味と道楽」、

皆様の隠れた一面を知ることができとても良かった

と思います。ドイツ大使館訪問、ルッツ H ゲアゲン

ズ公使、奥寺康彦様の卓話など、卓話時間が 30 分と

限られ難しくなっている中で、これだけの卓話ができ

たのはとても良かったと思っています。1 年間本当に

有難うございました。 

ニコニコ報告 松川 正二郎 出席委員 

齊藤  巌様 

 １年間大変お世話になりました。本日は次年度ガバ

ナー補佐小澤秀昭様をお連れいたしました。 

 よろしくお願いいたします。 

小澤 秀昭様 

 本日はご挨拶に参りました。次年度も中原クラブの

皆様のご指導で協力よろしくお願いいたします。 

若狭滋則会長・戸張 裕康 幹事 

先日 GSEの解団式に行って来ました、GSEメンバー

の発表がとても良く成長した姿が見られました。

本日は齋藤 G 補佐、小澤次年度 G 補佐様お忙しい

ところありがとうございました。  

プログラム委員会一同 

会員皆様のご協力により今年度のプログラムを無 

事に終えることが出来ました。 

一年間ありがとうございました。 

ＳＡＡ一同 

齋藤ガバナー補佐、小澤次年度ガバナー補佐、よう 

こそお越しくださいました。 

会員の皆様一年間ありがとうございました。 

出席、親睦委員会一同 

齋藤ガバナー補佐一年間お疲れ様でした、小澤次年

度ガバナー補佐のご検討をお祈りします。 

「みんなニコニコ」 

高瀬 建夫会員・山田 一之会員・松川 正三郎会員 

会田 公雄会員・小林 克司会員・市川 功一会員 

河合 束会員・黒澤 穣会員 

 

ニコニコボックス 本日 20,000円 累計 802,289円 

記念日ニコニコ 本日 0円 累計 105,000円 
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