
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1326 回 （本年度 9回） 

平成 27年 9月 10日（木） 早朝例会 

点  鐘  市 川 功 一 会 長 

司  会   高 瀬  建 夫 会場監督 

斉  唱 「四つのテスト」 

会員出席報告 神谷 直 親睦委員 

欠席者：工藤会員、仁上会員、髙木会員、歌崎会員、 
若狭会員 

 

お客様紹介 市 川 功 一 会 長     
本日は、いらっしゃいません。   
会長報告 市川 功一 会長（９月２４日） 
  
１．地区より、東日本集中豪雨被災地への義援金に対

する協力依頼がきております。 
会員一人当たり 1,000円程度 送金期限 10月 9日 

 
２．RI第 2830 地区 野辺地 RCより、創立 50周年記念

式典･祝賀会のご案内が届いております。 
  日時：平成 27年 11月 28日(土) 13：40～ 

  場所：まかど観光ホテル 登録料：10,000円 
 
３．第 2回第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ会長・幹事会の報告（9月 9日） 

◇青少年交換学生の分担金について 
ホストクラブである川崎とどろきRCより一人当たり
7,000円の提案がありましたが、例年どおり一人当
たり 6,000円とすることが決まりました。 
ただし、次年度以降については地区の青少年交換
委員会で検討との事です。 

 
◇６ＲＣ合同例会の経費分担について 
従来 6分割（6RCで均等負担）であったものを、会

員人数による分担にしたいとの提案があり、承認
致しました。 

  
幹事報告 会田 公雄 幹事（9 月２４日） 
１．地区からの来信 

①地区大会の案内状が米山奨学生宛に届きました。 
丁 中斐君、ご出席お願い致します。  

②ハイライトよねやまが届きました回覧致します。 
 
③米山学友会総会のご案内が届いております。  
日時：2015年10月3日(土)18：30～19：30～懇親会 
場所：ウイリング横浜 12階 124･125号室 
参加費：ﾛｰﾀﾘｱﾝ 8,000円 申込締切：9月25日 

 
２．横浜東ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞより例会案内が届いております。 
  9月22日(火・祝) 14:30～17:30  

横浜開港資料館前 集合「横浜を知ろう」 
登録料：200円(入館料) 

 
３．他クラブ例会臨時変更 

●川崎南RC  

10月20日(火) 移動例会 東京証券取引所見学 

11月 3日(火) 休会（祝日） 

●川崎鷺沼RC  

10月21日(水) 親睦移動例会 富岡製糸場見学  

伊香保温泉「ﾎﾃﾙ天坊」点鐘18：00 

10月28日(水) 夜間例会 ﾎﾃﾙＫＳＰ 点鐘18：00 
 
４．他クラブ会報の回覧  川崎南RC、川崎北RC 
 
５．10月1日(木) 例会前 11：00より理事会を開催致し

ます。理事･役員各位のご出席をお願い致します。 
 
本日のミニ情報 市川 功一 会長 

先週の続きですが、東京の第 2750地区のクラブの例会

開始時間を見ると、朝８時からが東京代官山 RC ほか 

４クラブあり、逆に夜間の例会が東京レインボーRC な

ど６クラブありました。地区内約 90クラブでも様々な

形があることがわかり興味深いです。 
 

卓 話  「WEB でロータリーを学ぶ」  
小泉 正博 会員 

 皆さんは「ロータリ
ーって何ですか？」と
問われた時なんて答え
ますか？頭の中では何
となく解っているので

すが、なかなか理路整
然とは答えられないも
のですね。今まで何度
となく聞いてはいるの

ですが、耳学問だけで、論理的に頭の中で整理されてい
ないということだと思いますが、いかがでしょうか？  
そんな時に活用できる WEB サイトを紹介させていただ
きます。 
 
A : まずは「鈴木 一作のコラム」と入力して検索、コ

ラム３．ロータリーとは？という見出しをクリック。
他にも同テーマで説明しているものはありますが、
私にはこのコラムがピンときます。また鈴木一作さ
んが書かれたものの中に「ロータリーの歴史から学
ぶ」というサイトもあります。ご覧いただくと、な
ぜ職業奉仕がロータリーの支柱になっていったの
かがよく理解できると思います。 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２５名 １５名 １０名 ７５.００％ 

前々回(8月 27日)欠席 4名 Make up 1名 ９５.６５％ 

 

  

 

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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『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 



Ｂ : 次に「大阪南ＲＣ」と入力、大阪南ＲＣのＨＰが
出てきたら「ロータリー電子文庫」をクリック。

この中でとても参考になるのは「歴史的文献」と
「ロータリアンの文献」です。歴史的文献の中の
「ロータリーの心得」これは 1920年～1930年代の
ベストセラーでほとんどのロータリアンが学び、
先ほどお話しした鈴木一作さんも、この本に啓発
されたそうで是非読んでみてください。次に「ロ

ータリアンの文献」 
   をクリック。お薦めは「むつかしくないヴォケ

ーショナル・サービス」や「職業奉仕のお話」で
す。職業奉仕の例が載っていて、大変易しく解説
されています。また「ロータリーの本歴史50年史」
も良いと思います。 

ロータリーの参考書として最適な「炉辺談話」
というのもあります。その他多くの文献が PDF で
掲載されており、ロータリーの知識を深めたり、
解らないことを調べるのに大変役立ちます。また
この HPには「ロータリー章典」の最新版もありま
す。興味のある方は是非閲覧してみてください。 

 
C ： 続いて「純ちゃんコーナー」と入力、「純ちゃん

コーナー1-11」をクリックしてください。ロータ
リーの様々なことが易しく解説されています。伊
丹 RCの深川純一さんのウェブサイトで、職業奉仕
について倫理を中心に、細部に亘って易しく解説

しています。この方は倫理派の第一人者とも言わ
れており、是非読んで触れてみてください。 

 
D ： 今度は「ロータリー探究」と入力してください。

別府RCに所属する鳴海淳郎氏が毎週更新を続けて
おり、一つ一つが短い文章で構成されており非常

に解りやすく、特に新会員の方へのロータリー情
報に役立ちます。ちょっと時間が空いた時などス
マートフォンに登録しておけば手軽に読むことが
できます。 

 
E ： 最後に、私が参加している源流の会を紹介します。 
  この会に参加して 8 年になります。田中毅会長の

下、会員約 350 名、年に 2 回のセミナーがありま
す。 
「源流の会」と入力、「ロータリアンの広場」をク
リックしてください。これは自分の思いを自由に
投稿できます。その中の今までの投稿をクリック

して 96番を選んでください。 
「ロータリアン二宮尊徳翁」2510 地区 PDG 塚原房
樹さんという方の投稿を読んでみてください。何

か感じるものがありましたか？この「ロータリアン
の広場」は少々難しい話題が出てきますが、表題を
見て興味をそそられるものだけでも読んでみてく
ださい。 
 
このように、ロータリーの知識を深めることのでき

る文献など、手軽にいつでも WEBで閲覧することがで
きます。ロータリーに関する引出しを増やすことがで
き、ロータリアンとしての感性を磨くこともできます。 
 
ただ、それだけで終わってはいけません。ただの物

知りなロータリアンでは駄目なのです。ロータリーの

創始者である米山梅吉翁は「例会は人生の道場である」
「ロータリーは人生哲学である」と言っております。 
「道」とは一つのことを極める時に使う「道」で心の
道だそうです。我々も「ロータリーが人生哲学」とい
うならば、その「道」を求めるべく、あらゆる角度か
ら得た情報を基に、ロータリーの真髄を学び、自分の

職業や実生活にひたすら向き合いながら自分を磨き、
「買い手が喜び、売り手が喜ぶ」といった普遍的で絶
対的な「道」を見出す努力をし、納得のいく、充実し
た職業人であり、心豊かな家庭人を目指すべきです。
それがロータリーを楽しむということだと私は思っ
ています。 

 
ニコニコ報告   神谷 直 親睦委員 

市川 功一 会長 会田 公雄 幹事  

  関東地方は昨日より、例がないほどの台風に伴う豪雨に

見まわれている中、早朝よりご参加頂き有難うございま

す。皆様、十分お気をつけ下さい。 

山田 一之 会員 

  積極的平和主義を掲げる政府。武器を造るのではなく、

１人でも多くの難民を助ける人道主義こそ真の平和主義。 

それが出来ない政府だとしたら、せめてドイツを応援し

たい。RCは無関心で良いのか？ 

戸張 裕康 会員 

  秋の例大祭や地域の体育祭などイベントが多く、盛りだくさん

な 9月ですが、これだけの雨、雨で大変です。 

多摩川もかなりの水の量です。気をつけて下さい！ 

ＳＡＡ一同 

皆さんおはようございます。 

今年度、初めての早朝例会です。久し振りですね。 

台風18号が大暴れです。昨年も、一昨年も台風18号が大暴

れしていきました。18号は台風のエースですね。 

親睦委員会一同 

おはようございます。朝の例会もいいもんですね。  
「みんなニコニコ」   

小泉 正博 会員・小林 正樹 会員・都倉 八重子 会員 

徳安 久是 会員・古越 孝男 会員 
 
 

 
 
次回９月２４日の卓話予定  
横浜戸塚 RC平山正義樣 

「ネパール・スリ・ジャナタ小学校の給食支援について」 

ニコニコボックス 本日 11,000円 累計 185,000円 

記念日ニコニコ 本日 0円 累計 25,000円 


