
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1318回 （本年度 1回） 

平成 27年 7月 2日（木）  

点  鐘  市 川 功 一 会 長 

司  会   戸 張  裕 康 会場監督 

斉  唱 「君が代」「奉仕の理想」 

会員出席報告 小 林  正 樹 親睦委員長 

本日の欠席者：髙瀬会員、髙木会員（出席免除 2 名） 
  

お客様紹介 市 川 功 一 会 長  

 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2590地区 
第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 

小泉 正博 様  
 
 
 
 

 
川崎中 RC 
会長 金子 利昭 様 
幹事 叶野  聡 様  
 
 
 
 
 
川崎とどろき RC 
会長 内野 徹 様  
幹事 冨岡茂太郎 様  

 

 

 

ピアノ演奏 
島末 幸子 様  
布施 あずさ様  
 
 
 

 
 

 
会長報告 市 川 功 一 会長（ 7 月 9 日）  

◇理事会報告 
１. 7月 2日(木) 江口 進様、神谷 直 
様の入会式  
所属委員会：親睦委員会、 
情報集会ｸﾞﾙｰﾌﾟ:Ａグループ  

２．クラブ奉仕委員会 
7月・8月のプログラム承認  
詳細はプログラム予定表にてご確認 
ください。（7月 2日配付） 

３．職業奉仕委員会 
①職場訪問に関する報告： 11 月 26 日（木）日本理化学工
業を予定。詳細は今後決定 

 
４．社会奉仕委員会 
①社会を明るくする運動への協賛について 

   昨年と同額１万円を、社会奉仕委員会予算より拠出し 
協賛と致します。承認 
 

５．2014-15年度の収支報告が提出されました。 
会計より報告、承認 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

１．2014-15 年度ガバナー大野清一様より、年度無事終了の
礼状が届いております。  

２．川崎中央RCより、創立30周年記念誌をお送り頂きました。 
 
幹事報告 会田 公雄 幹事（ 7 月 9 日）   
１．地区からの来信 
 ①ｸﾗﾌﾞ研修･広報ｾﾐﾅｰ開催のご案内が届いております。日
時：2015年8月3日(月) 15：00～17：00 懇親会18：00場所：
メモワールプラザソシア２１ 

 ※市川会長、山本研修委員長ご出席をお願い致します。 
 
 ②第13回日韓親善会議開催のご案内が届いております。日
時：2015年9月4日(金) 会 議 14：00～18：00  

晩餐会 18：30～ 
場所：グランドプリンスホテル新高輪「飛天」の間      
登録料：15,000円  登録締切：7月20日 

 ※参加ご希望の方は、幹事までお知らせ下さい。 
 
２．「ロータリーの友」電子版のご案内が届いております。（回覧
いたします） 

３．他クラブ例会臨時変更 
●川崎鷺沼RC  

7月15日(水) 箱根湯本「吉池旅館」点鐘18：30 
 7月22日(水) 交換学生歓送会 ﾛｲﾔﾙｳｨﾝｸﾞ17：00 
 8月12日(水) 休会 
●川崎高津南RC 7月20日(月) 休会 
 7月27日⇒26日(日) 移動例会 高津区民祭参加 
●川崎とどろきRC 7月20日(月･祝)・ 8月10日(月)休会 
●川崎高津RC  

7月23日⇒26日(日) 高津区民祭にて東日本大震災の募
金活動実施 

 7月30日(木)・8月13日(木) 休会 
●横浜東RC  

8月7日(金) ｷﾘﾝ横浜ﾋﾞｱﾋﾞﾚｯｼﾞ「ﾋﾞｱﾎﾟｰﾄ」18：00 
  8月14日(金) 休会 
●川崎中RC 8月11日(火) 休会   

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２５名 ２１名 ４名 ９１．３０％ 

前々回(6月 18日)欠席４名 Make up 0名 ９０．４８％ 

 

 

 

 

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） 
 

 

 

KAWASAKI NAKAHARA R.C. WEEKLY／2015～2016 
 

会長・市川 功一  幹事・会田 公雄  会場監督・高瀬 建夫  会報委員長・戸張 裕康   

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-rc.com 

 

『世界へのプレゼントになろう』 Be a gift to the world 

ＲＩ会長 K.R.“ラビ”ラビンドラン 第２５９０地区ガバナー 箕田 敏彦 



４．川崎中RC、川崎とどろきRCより、活動計画書と会報 
お送り頂きました。  

  

新会員 入会式ご入会おめでとうございます 

 
 
 
 
 
 
 
   
 

江口  進 会員 
 昭和 39年東京生まれ、慶應義塾大学法学部卒 
 江口進税理士事務所 代表（中原区新丸子東） 
神谷  直 会員 
 神谷司法書士事務所、神谷行政書士事務所 代表 
（中原区新丸子東）奥様と長男長女の 4人家族です。 
 

会長挨拶 市川功一会長 
 
※小林直前会長より、 
市川会長へ 

←木槌の引継ぎの様子 
 
年度の初めての例会で

新入会員 2 人の入会式を
行ったことは約 30 年の当ク

ラブの歴史で初めてではないでしょうか？ 実は、私と会田
幹事は平成 7年 6月 15日に同時入会しました。 
 これは昨年度の拡大・増強に対する会員の努力の結果
であるとともに、当クラブにはまだまだ出来ることがあり、そ
れが前提となり今年度の増強目標 5 名という数字になって
いると思います。もちろん現実には今日2人入会しましたの
であと 3人ということになります。増強で大切なことは新入の
会員をフォローすることです。会長、幹事は元より、推薦者、
親睦委員会、研修委員会を中心に、新入会員のアフター
フォローをして行きたくご協力をお願いいたします。 
３年以内に辞める会員が多いということがよく言われます

が、私の十数年前のことを思い出しても 3 年位はクラブ内
にあまり親しく話ができる人がいなくて、楽しい記憶は残っ
ていません。昨年度は、小林会長が新会員のメークアップ
に同行していたことでご負担をかけましたが、今年度は私
たちもできるだけ協力したいと思います。 
そして結果として、新会員がロータリーライフを楽しいと感じ
て、さらに新たな会員候補を推薦してもらい入会に結び付
ける。こうなれば素晴らしい好循環で、来年の戸張年度で
の 30周年会員 30人は決して夢ではなく、逆にそれを達成
して初めて当クラブの将来が開けてくるものと思います。 
昨年参加した財団の研修で聞いた元 RI 理事の松宮さん
（茅ヶ崎湘南 RC）の講演で印象に残ったのは、「これから
のロータリーは例会の出席率より、どんな奉仕活動をクラブ
でしているかが問われる、それも会員家族も巻き込んで」と
いう言葉でした。例えば当クラブでもう 6 年行なっている地
元中学校での職業講話は、IM のテーマになったこともあり
ました。この流れを今後もさらに進めて行きたく思います。 
最後に、活動計画書にも書きましたが、今年は会員候補者
を会員が 1 人同伴する例会、（とどろき RC のまね）家族が
参加できる例会を数回行いたく思い、その一つはできれば
1泊で行いたく思っています。 
また今年度は小林さんの素晴らしいアイデアで、ピアノの

生演奏で皆さまをお迎えし、ロータリーソングの伴奏をして
いただけるようになりました。私はもう 10 年以上前、木曜日
に新宿で会合があったので、近くのロータリーの例会を調
べてセンチュリーハイアットで行われていたクラブの例会に
メークアップをしたことがありました。その時驚いたのは、同
じようなピアノの生演奏による伴奏だったのです。やはり東
京は違うなと感心しましたが、「中原クラブは違うな」と言わ
れるよういろいろ工夫していきたく思います。 
最後にもう一つ念を押しておきますが、これが私の最後の
会長です。3 度目はありません。1 年間皆さまのご協力を切
にお願いして、私の年度初めのご挨拶といたします。 
 
本日のミニ情報  
今日の新聞に 1 月 1 日現在の日本の人口が載っていまし
た。1 年前から 27 万人減りました。しかし、神奈川県、特に
川崎市は増えております。どうして人口が増えているのにロ
ータリーの会員は増えないのでしょうか。世の中には大きな
流れがあり、それとは違う方向に行っているのではないか。
会社の経営であれば 1 年ではなく修正して中長期で行うが、
ロータリーでは 1年が終われば、「めでたしめでたし」終わっ
てしまうこともある。それが続くと、世の中の流れとギャップが
できて、会員が減っているのではないか。そのことを今年は
十分考えてやっていきたいと思っています。 
 
ニコニコ報告   小林 正樹 親睦委員長 
川崎中 RC 会長 金子 利昭 様、幹事 叶野 聡 様 
 今日は、新年度表敬訪問できました。この 1年間いろいろと 

お世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。 
川崎とどろき RC 会長 内野 徹 様、幹事 冨岡 茂太郎様 
  本日は新年度を迎え表敬訪問にお伺いいたしました。 
市川功一会長、会田公雄幹事をはじめ、川崎中原 RCの皆 
様、よろしくお願いいたします。そして皆様の益々のご発展を
心よりお祈りいたします。 

市川 功一会長 会田 公雄 幹事  
  本年度の第一例会に、江口さん、神谷さんの二人の方が入
会されるという素晴らしいスタートが切れました。又、川崎中
及び川崎とどろき RC の会長幹事様、ありがとうございます。
小泉ガバナー補佐、一年間ご指導をお願いいたします。 

山田 一之 会員 
  市川丸の船出の時がやってまいりました。 

素晴らしい 1 年でありますように。 

歌崎 勅男会員 

市川会長、会田幹事さんの門出を祝して。 

江口さん、神谷さん入会おめでとうございます。 

都倉 八重子 会員増強委員長 
  今期 1 回目の例会で 2 名の新入会員のお祝いが出来る
事は大変喜ばしいことです。今後も更なる増強ができると
よいですね。 

ＳＡＡ一同 
初の試みで、本日は生ピアノ演奏でのお迎えから皆様に 
喜んでいただけますよう、頑張ってまいります。 

親睦委員会一同 
市川会長、会田幹事丸を祝し心より御慶び申し上げます。 
神谷さん江口さんご入会おめでとうございます。 

「みんなニコニコ」  

新年度のスタートを祝して！ 
河合  束 会員・鈴木 次男 会員・若狭 滋則 会員 
原 秀元 会員・工藤 和弘 会員・田辺 清夫 会員 
小泉正博 会員・仁上 喜久夫 会員・古越 孝男 会員 
山本 剛 会員・徳安 久是 会員 

会報作成：宮崎 玲児  

ニコニコボックス 本日 28,000 円 累計 28,000 円 

記念日ニコニコ 本日 0円 累計 0円 


