
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1319回 （本年度 2回） 

平成 27年 7月 9日（木）  

点  鐘  市 川 功 一 会 長 

司  会   戸 張  裕 康 会場監督 

斉  唱 「我等の生業」 

会員出席報告 小 林  正 樹 出席委員長 

本日の欠席者 髙木会員 
 

お客様紹介 市 川 功 一 会 長  
  

川崎北 RC 

会長 柳澤 信夫 様 
幹事 佐久間 馨 様  
 
 

安斎 龍也 様 （小林正樹会員ゲスト） 
 
米山奨学生 
丁 中斐 様  

 
 
 
 
 

会長報告 市川 功一 会長（7 月 16日） 
 
１．第 1 回会長･幹事会の報告 （7/9 於:KSP） 
① 地区大会に関する件 

11 月 14 日（土）：会長・幹事／10：30 点鐘 
一般会員 ／13：00 点鐘 

② Ｉ・Ｍ に関する件 
    2016 年 2月 9 日（火）：エポックなかはら、 

懇親会は当クラブが協力 
③ 第 2 グループ６RC 合同例会に関する件  
2016 年 2月 24 日（水）：K.S.P  
講師：加治将一氏  

２．地区拡大・増強セミナーの報告 
（7 月 14 日 ソシア 21 にて開催）   

幹事報告 会田 公雄 幹事（7 月 16日） 
１．地区より第 14 回ロータリー全国囲碁大会のご案内 
  日時：2015年10月3日(土) 10：00～ 

場所：日本棋院会館 本院（東京市ヶ谷）1階 
ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ：東京RC  登録料：7,000円 

 ※参加ご希望の方は、幹事までお知らせ下さい。 
 

 
２．他クラブ例会臨時変更 
●川崎麻生RC  
7月31日(金)  会長幹事就任祝い及び誕生日会 

点鐘18：00 新百合ヶ丘「横濱楼」 
8月14日(金) 休会 
8月28日(金) 例会後納涼会 ﾎﾃﾙﾓﾘﾉ点鐘17：30  

●神奈川RC  
8月10日(月)  夜間例会 点鐘18：30  

３．他クラブ会報の回覧 川崎南RC、川崎西RC  
４．川崎RC、川崎南RC、川崎ﾏﾘｰﾝRC、川崎西RCより、 
  活動計画書をお送りいただきました。  
５．今年度の資料（活動計画書･会報用ﾌｧｲﾙ･情報集会 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ編成表Ａ4版と手帳版）をお渡し致します。   
お持ち帰り下さい。  

６．本日例会終了後、クラブ協議会を開催致します。 
全員参加とさせて頂きますので宜しくお願い致します。 

 

皆出席表彰 2014-15年度皆出席の皆様 

仁上喜久夫会員 歌崎 勅男会員 山本  剛会員 

若狭 滋則会員 小林 正樹会員 河合  束会員 

市川 功一会員 小泉 正博会員 髙瀬 建夫会員 

戸張 裕康会員 都倉八重子会員 宮崎 玲児会員 
 
新任挨拶  

 
河合 束 副会長 
 
会長の方針である 30周年、会員 30名 
を目標に協力していきたいと思っていま
す。 
 
 
 
会田公雄 幹事 
 
会長を補佐し協力していきます。 
皆様のご協力をお願いいたします。 
 
 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２５名 ２１名 ４名 ９５．４５％ 

前々回(6 月 25日)欠席４名 Make up 2名 ９５．４５％ 

 

 

 

 

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 



戸張裕康 会長エレクト 
クラブ会報委員長 

歴史を感じつつ、記憶に残る 1 年にした
いと思っております。30周年 30名が出来
そうな空気がありますので、引き続きお願
いいたします。中原ＲＣは会報を大事にし
ていると感じています。ホームページも連
絡を取り合ってやっていきます。 

 

若狭滋則 職業奉仕委員長 
職場訪問の場所も決まりそうですし、 
職業奉仕月間の卓話もやります。 
 
 
 
鈴木次男 社会奉仕委員長 
ボランティアグループの支援を行ってい
きます。東日本災害の支援を継続します。
よろしくお願いいたします。 
 
 
 
歌崎勅男 国際奉仕委員長 
仁上さんは財団を、田辺さんは米山を担
当していただきます。国際的な交流を通
して理解と親善を推進していきます。 
 
 
 
宮崎玲児 青少年奉仕委員長 
中原中学校で行っている職業講和を 
引き続き行っていきます。 
 
 
小林正樹 出席･親睦委員長 
親睦委員長は初めてです。お酒も飲め
ないので一度はお断りしたのですが、 
私なりにやっていきたいと思っております。
基本は職業奉仕、心は親睦だと思って
います。親睦は例会の中にあると思って
おります。ピアノ演奏も始めました。 
 
山田一之プログラム委員長 
今年度より卓話者のレジュメや資料を出
していただくようお願いいたしました。 
よろしくお願いいたします。 
 
 
 
山本 剛 研修･雑誌･広報委員長 
箕田ガバナーは研修に力を入れていま
す。新入会員の方などに、ロータリーの
良さを知っていただくために、研修を行
っていきます。 

 
 
高瀬建夫 会場監督 
例会の中で厳しいことも言っていきます。
よろしくお願いいたします。 
 
 

都倉八重子 会員増強委員長 
今年度の増強目標は 5名ですが、もう 
2 名が入会しましたので実質は 3 名です。
情報集会のグループ長の特権を駆使し、
夜の楽しい飲み会を多くし、候補者をご招
待し会員増強を目指したいと思います。 
   

本日のミニ情報  

一昨日の日経に「１８歳選挙権法に対応、首都圏の自治体

で小中学生に政治教育」という記事が載っていました。昨年

の衆議院選の投票率は 50％台で、20歳代は 30％台とか。

若者の政治離れの原因の一つではないかと私が思うのが

「会合では政治と宗教の話題はタブー」といわれること。違う

意見を持つもの同士が穏やかに意見交換することが日本

人はできないのか？それが政治であれ何であれ。ロータリ

ーでこのようなコミュニケーションが出来るようになればと思

います。 
 
ニコニコ報告   小林 正樹 親睦委員長 

川崎北 RC会長 柳澤 信夫 様、幹事 佐久間 馨 様 
 本日は新年度の表敬訪問にお伺いいたしました。日頃いろい
ろとお世話になっております。本年もどうぞよろしくお願いい
たします。市川功一会長のもとで貴クラブの一層のご発展を
お祈り申し上げます。 

市川 功一会長 会田 公雄 幹事  
  悪天候の中、川崎北ＲＣ会長の柳澤様、幹事の佐久間様、よ
うこそいらっしゃいました。今年度、当クラブは雰囲気を一新、
素敵なピアノの調べをお楽しみください。 

河合  束 会員 
  都倉さん、お父様の「県民功労者表彰」おめでとうございます。
お花屋さんにお花を贈れないので「おめでとうございます」だ
け送ります。 

 当クラブのホームページに 6 月までの会報をすべてアップい
たしました。 

都倉 八重子 会員 
  月曜日、父親が神奈川県民功労賞をいただき、表彰式に出
席して参りました。まだまだ健康で頑張っておりますので、当
分は介護の心配はないと安心しております。 

小林 正樹 会員 
  一昨日の 7月 7日の七夕の夜に母が永眠いたしました。生前
母もロータリーの例会に微力ながら参加させていただいてい
る事を嬉しそうにしていました。長年に渡り、皆様からの温か
い高誼に心より深く感謝申し上げます。 

ＳＡＡ一同 
本日の生ピアノでの例会はいかがでしょうか？今年 1年頑張り
ます。又、一昨日に法人会青年部の取り組みで箱根を励ます
会へ行ってきました。やはり湯本駅は大丈夫ですが、平日で
もあり、日本人が少なかったです。皆様もよろしければ箱根を
よろしくお願いいたします。 

親睦委員会一同 
市川会長、会田幹事、お二人の緊張は少しほぐれましたか？ 
川崎北ＲＣ柳澤会長、佐久間幹事様ようこそお越しくださいま
した。 

「みんなニコニコ」  丁くん、ようこそ！ 
鈴木 次男 会員・若狭 滋則 会員・古越 孝男 会員 
原  秀元 会員・工藤 和弘 会員・小泉 正博 会員 
山本  剛 会員・徳安 久是 会員・江口  進 会員 
神谷  直 会員・宮崎 玲児 会員 
 

 

ニコニコボックス 本日 27,000円 累計 55,000円 

記念日ニコニコ 本日 0円 累計 0円 


