
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1292回 （本年度 21回） 

平成 26年 12月 4 日（木）  
 

ロータリー財団月間 

点  鐘  小 林 正 樹 会 長 

司  会   歌 崎  勅 男 会場監督 

唱  和 「君が代」「奉仕の理想」 

会員出席報告 宮崎 玲児 出席委員 

本日の欠席者：古越会員、河合会員、髙木会員、松川会員、 

徳安会員 

会員お祝い   おめでとうございます ♪ 
                

 

都倉 八重子 会員  (12月 10日生) 

高瀬 建夫 会員   (12月 16日生) 
 

本日のミニ情報 小 林 正 樹 会 長 
 
「家族月間」 

 
  1995～96年度ハーバート・ブラウン会長は、世界

平和は地域、家族から始まるとの考えを表明しまし

た。そして1995年11月のRI理事会において、2月の第

2週を「家族週間」と指定することになりましたが、

2007年7月の同理事会において、2003～04年度ジョナ

サン・マジイアベ会長が家族の重要性を強調してい

ることを称え、理事会は12月を「家族月間」と指定し、

これに伴って「家族週間」を廃止しました。この月間

は、ロータリアンにプロジェクトや活動、行事を通じ

て家族と地域社会への献身を示すよう奨励されてい

ます。 
 

会長報告  小 林 正 樹 会長（ 12月 10日）  
◇理事会報告 
１．会長案件 
① 年次総会立会人 2名の選任： 

髙瀬建夫会員・原 秀元会員 
 ② ６RC合同親睦例会の件 
  ・カラオケ出場者 2名： 

髙瀬建夫会員・若狭滋則会員 
・会費 7,000円との連絡がきておりますので、 
会員負担の会費は、5,000円とさせて頂きます。  

２．クラブ奉仕委員会より 
 ①12月 および 1月のプログラム承認 
 ・12月 18日(木) 年末家族会 点鐘 18：30 

溝口フィオーレの森   
 ・12月 25日・1月 1日(木)  休会 
 ・1 月 8日(木) 昼例会に変更 点鐘 12：30 
 新年例会 鏡開き ﾎﾃﾙ精養軒 
 ・1月 15日(木) クラブ協議会 
 ・1月 22日(木) 職場訪問移動例会  
 ・1月 29日⇒2月 2日(月)に変更   
 6RC合同親睦例会  
 ﾎﾃﾙ KSP 点鐘 18：00  
 ②年末家族会について   

ご家族皆様の参加をお待ちしております。 
 
３．職業奉仕委員会より 職場訪問について   

川崎生命科学・環境研究ｾﾝﾀｰ集合 「健康安全研究
所」視察  詳細は、別途報告 
 

４．社会奉仕委員会より、地区補助金事業無事終了報告  
   
５．国際奉仕委員会より、2月 26日に卓話を予定 
 
************************************************ 
 
１．中原警察署より、武道始式と賀詞交歓会のご案内が

届いております。 
  平成 27年 1月 20日(火)  

武道始式：14：30～ 中原警察署 6階道場、  
賀詞交歓会：17：15～ 中原警察署 5階講堂 

 
２．川崎青年会議所より、「新年のつどい」のご案内が

届いております。 
  日時：2015年 1月 14日(水) 18：30～  

川崎市産業振興会館 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２４名 １６名 ８名 ７６．１９％ 

前々回(11月 20日)欠席 6名 Make up 1名 ８６．３６％ 

 

 

 

 

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 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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『ロータリーに輝きを』 ＬＩＧＨＴ ＵＰ ＲＯＴＡＲＹ 

ＲＩ会長 ゲイリーC.K.ホァン 第２５９０地区ガバナー 大野 清一 



 

３．青少年交換学生の青山優子さんからレポートが届

きましたので、本日皆様のポストに入れさせて頂

きました。ご一読ください。  
 

幹事報告  髙 瀬 建 夫 幹事（12 月 10 日）   
１．地区からの来信 

①第 31 回ロータリー青少年指導者養成セミナー 

（ＲＹＬＡ）開催のご案内が届いております。 

 日時：2015 年 3 月 14 日(土)-15 日(日) 

会場：曹洞宗大本山總持寺 

※ご案内のパンフレットをポストに入れさせて頂き

ましたのでご確認下さい。 

各 RC１人以上の受講生推薦 

２．他クラブ例会臨時変更 

●川崎西 RC  
1月 2日(金) 休会 

●川崎ﾏﾘｰﾝ RC   
1月 8日(木)  4RC合同例会  

川崎日航ﾎﾃﾙ 点鐘 12：30 
1月 22日(木)  富津ｼﾃｨ RCと合同 

川崎大師参拝･夜間例会 
ｻﾝﾋﾟｱﾝかわさき    点鐘 18：00 

●川崎南 RC  

1 月 27 日(火) 夜間移動例会  

横浜ﾛｲﾔﾙﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ 点鐘 18：30 
   

３．他クラブ会報の回覧  本日はございません。 
 
４．次週 12 月 18 日(木)は、年末家族会です。 

今年最後の例会となりますので、ご家族皆様お誘
いあわせの上ご参加ください。 

 

年次総会 

小 林 正 樹会長 

 会員数 24 名、本日出席者数 15 名で総会は有効に成

立する。 

 

2015-16 年度の理事役員選挙を行った結果、 

賛成票 15 票で、上記候補者のとおり理事役員が 

決定した。 

 
次年度会長挨拶 

  

 私は、会長は 2 回目で

前回は 7年前になります。

その時は 31名で年度をス

タートしました。7年間で

クラブも世の中も変わっ

たと思います。クラブ 30

周年に向けて 30周年には

30 名でお祝いをしたいと

思っております。先日地

区大会に参加した際、RI

元理事の松宮さまのお話

を聞いて、やはりロータ

リーは変わったのだと思いました。たとえば、出席率よ

りはどういう奉仕活動をしたか、他クラブや国外のクラ

ブと一緒に活動を行うかが、問われるようになっている。

そうすると IT の技術を駆使して情報のやり取りも行う

ことになってくるだろうと、言われておりました。 

財団も「未来の夢計画」を掲げ、変わってきております。

今後は補助金が多く使えるそうです。グローバル補助金

については 3万ドル設けられています。そうなると単独

のクラブで行うことは難しいですし、他クラブや海外と

の提携が必要になってくるでしょう。若い会員も必要に

なってくると思います。そのためにどうするかというこ

とから、次年度理事の方とやっていきたいと思います。

ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

ニコニコ報告   宮崎 玲児 親睦委員 

小 林 正 樹会長・髙 瀬 建 夫幹事  
早いものでもう師走に入りました。年々月日が経つのが
早くなるような気がします。お話です。お月様とお日
様そして雷様が旅行をしました。しかし雷様のいびき
がひどいものでやってられない、とお月様とお日様は
朝早く宿を立ってしまいました。神々様が起きてきて 2
人が朝早く立ったことを知らされ「月日が経つのは早
いのう」と言ったそうです。今日は年次総会です。 

ＳＡＡ一同 

 一年に一度の年次総会です。次年度理事役員の皆様、
よろしくお願いいたします。 

「みんなニコニコ」  

今日は年次総会です！ 

田辺 清夫 会員・原 秀元 会員・仁上喜久夫 会員 

鈴木 次男 会員・市川 功一 会員・小泉 正博 会員 

黒澤 穣 会員 

 

親睦委員会一同 

 師走に入りました。急に寒くなりましたが、風邪など
ひかぬようお気を付けください。年末家族会申込書受
付中です。 

 

 

ニコニコボックス 本日 11,000 円 累計 408,000 円 

記念日ニコニコ 本日 10,000 円 累計 50,000 円 

市川 功一 次年度会長 


