
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 1225 回 （本年度 46 回） 

平成 25 年 6 月 27 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」 
 
会員出席報告  市川 功一 出席委員 

 

本日の欠席者  小林克司会員、小林正樹会員、黒澤穣会員、 
 

退任挨拶  若狭 滋則 会長 

ファイナル例会に皆様お集まりくださいましてありが

とうございます。 私くしも川崎中原ＲＣ第 19期会長

と、今回の第 26期会長を務めさせていただき、ガバナ

ー、ガバナー補佐を通じて、第 2 分区の会長．幹事の

皆様方の交流を深めることができ、自分自身も切磋琢

磨が出来たと思います。 

年間を通じて，主だったプログラムを振り返ると、

ガバナー訪問では、小林さんの入会式が出来、ガバナ

ーよりバッチを付けて頂き、ｆａｃｅｂｏｏｋでは、

入会の歓迎の歌が始めてだったそうです。 

年末家族会では、東京・アメリカンクラブで川崎北Ｒ

Ｃとの合同例会が盛会の内に行われる。ワインを飲み

すぎました。 

６ＲＣ合同例会はＫＳＰでカラオケを各クラブで２名

山本剛、都倉八重子さんが出場しました。 

職場訪問移動例会では、国会議事堂見学とドイツ大使

館訪問がありました。どちらも中身の濃い内容でした。 

会員卓話は、早朝例会に行われ、「私の趣味と道楽」が

テーマでした。今まで知らなかった内容で楽しく拝聴

しました。 

今年度は、会員の増減がなく終わりましたが、会員の

高齢化が進み、若手の会員を開拓していかねばならな

いと思います。 

終わりに理事役員の方並びに戸張幹事、岩崎事務局の

皆様一年間ありがとうございました。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

会長報告 河合 束 会長(7月 4 日) 
１.理事会報告 
２．2012-13年度ガバナー露木雄二様、地区幹事市村 

茂夫様より、年度無事終了の礼状が届いておりま
す。 
 

３．地区より、委員会名称変更のお知らせが届いてお
ります。 

  2013年規定審議会において「新世代奉仕」を「青
少年奉仕」に改正する制定案が採択されたことを
受け 2013-14年度より、「地区新世代奉仕委員会」
から「地区青少年奉仕委員会」に名称変更との事
です。 

  委員会名は、地区、クラブの裁量にて常識的に決
めるものであり、この名称変更につきましても、
本来は、8 月 23 日の採択された立法案への反対
表明提出の締め切り後に検討すべきと考えてお
りましたが、反対表明の出る可能性が低いとの見
通しから、年度の区切りの良い所で先行して変更
することを決定との事です。 

 
４．第 1回 第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ会長･幹事会開催のご案内が届

いております。会長・幹事で出席して参ります。 
  日時：2013年 7月 24日(水) 18：00～ 
  場所：ホテル「精養軒」 
 
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 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２１名 １４名 ７名 ８２．３５％ 

前々回 6月 13 日)欠席 8名 Make up1名 ８７．５０％ 

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  

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 
TEL.044-722-7282 FAX.044-722-0066 E-mail:info@nakahara-rotaryclub.jp 

 
 

 

 

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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川崎中原ロータリークラブ会報 
 

 



幹事報告 戸張 裕康 幹事(６月２７日) 
１．ＲＩより、半期報告の提出依頼がきております。 
 
２．地区からの来信 
 ①2013-14 年度上期地区資金の振込み依頼がきてお

ります。 
 
②地区大会展示への参加クラブ募集のお知らせが届
いております。申込締切：8月 30日 
「ロータリークラブの奉仕活動実践例 」（地域社
会への奉仕、国際奉仕、被災者支援等） 

 
 ③地区より、地区大会記念ﾁｬﾘﾃｨﾃﾞｨﾅｰﾊﾟｰﾃｨのご案内

が 届いております。申込期限：8月 23日 
  日時：2013年 9月 19日(木) 18：00～20：40 
  場所：横浜ロイヤルパークホテル 宴会棟 3F 
  参加費：15,000円 
 
３．他クラブ例会臨時変更 
●川崎大師 RC  

7月 24日(水) 暑気払い移動例会 
 中華料理「天龍本館」  点鐘 18：00 

●川崎南 RC  
7月 30日(火) 夜間例会「川崎日航ホテル」 点鐘 18：30 
8月 13日(火) 休会 

   
４．他クラブ会報の回覧  新川崎 RC、 
 
５．活動計画書をお送り頂きました。 新川崎 RC、川

崎北 RC、川崎多摩 RC、川崎稲生 RC 
 
６．次週 7月 11日(木)は、早朝例会です。  

ホテル精養軒にて、点鐘 7 時 30分となっておりま 
すのでご出席をお願い致します。 

ファイナル例会 「太田なわのれん」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ報告 市川 功一 出席委員 
「みんなニコニコ」 

高瀬 建夫会員・若狭 滋則会員・松川 正三郎会員 

会田 公雄会員・小泉 正博会員・市川 功一会員 

河合 束会員・仁上 喜久雄・都倉 八重子会員 

歌崎 勅男会員・戸張 裕康会員・島田 叔昌会員 

鈴木 次男会員・山本 剛会員 

 

ニコニコボックス 本日 14,000円 累計 816,289円 

記念日ニコニコ 本日 0円 累計 105,000円 


	「みんなニコニコ」

