
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1332 回 （本年度 15 回） 

平成 27年 10月 29日（木）  

点  鐘  市 川 功 一 会 長 

司  会   古 越 孝 男 会場監督 

斉  唱 「四つのテスト」 

会員出席報告 江口 進 親睦委員 

欠席者：小林会員、歌崎会員、神谷会員、高木会員、徳安会員 
 

お客様紹介 市川 功一 会 長 
 

小泉 正博 様 （RID2590第2グループガバナー補佐） 

横山 芳春 様（川崎北 RC）  

会長報告 市川 功一 会長（11 月 15 日） 
 
１．理事会報告  
２．横浜西 RC より、わくわく WAKUWAKU チャリ

ティコンサートのご案内が届いております。 

  2015 年 11 月 19 日(木) 開演：17：30   

会場：関内ホール  
 ※Ｒ財団の補助金を活用し、ロータリーデーの冠を

つけて児童養護施設等のお子様・関係者の皆様を
無料ご招待。また対象者をロータリアンや近隣の
幼稚園児にも広げて開催との事。 

  参加ご希望の方は横浜西RC宛お申込みください。 
 
３．新横浜 RC より、南アフリカ学習者支援の個人ス

ポンサーである河合 束会員、市川功一会員、 

小林正樹会員に、子供達の「成績証明書」が届き
ましたのでお渡し致します。 

 ※川崎中原 RC 支援の 2 名分 は回覧致します。 
 
４．RI 日本事務局より、11 月のロータリーレートは、

1 ﾄﾞﾙ＝120 円（10 月から変更なし）との連絡が 

入っております。 
 
５．中原区交通安全対策協議会及び中原区交通安全母

の会合同役員会開催のご案内が届いております。 

  日時：平成 27 年 11 月 19 日(木)10：00～  

会場：中原区役所 5 階 502 会議室 
 

幹事報告 会田 公雄 幹事（11 月 5 日） 
 
１．地区からの来信 
①Ｒ青少年交換学生面接選考会のご案内が届いてお
ります。 

  日時：2015 年 11 月 22 日(日) 面接 10：30（予定） 
  会場：ガバナー事務所 
 ※当クラブからは、会長と青少年奉仕委員長にご出席 
 いただきます。 

 
②国際奉仕委員長会議開催のご案内が届いております。 
 日時：2015 年 11 月 27 日(金) 

 15：00-17：00 懇親会 17：00-18：00 
 場所：メモワールプラザソシア２１ 
※歌崎委員長、よろしくお願いいたします。 
 
③職業奉仕委員長会議開催のご案内とアンケート 
用紙が届いております。 

 日時：2015 年 12 月 8 日(火) 15：00-17：00 
 場所：メモワールプラザソシア２１ 
※若狭委員長、よろしくお願いいたします。 

 
２．他クラブ例会臨時変更 
●川崎大師RC 
11月11日⇒14日(土) 地区大会参加 
11月25日⇒30日(月) 3RC合同例会  

川崎日航ﾎﾃﾙ 点鐘18：30 
●川崎宮前RC  
11月17日⇒14日(土) 地区大会参加 
12月 8日(火) 年忘れ家族会用賀「花屋」18：00 

 

会長ミニ情報   

先週の例会には30人のお客様が来られましたが、その中

で増強の対象となる人が15人います。一度以上当クラブ

の例会に出ている人が5名、他クラブ会員の子息が3名、

川崎北法人会の青年部会員が6名。理想は今年中にこの

中から3名を入会させて5名の目標を達成し、戸張年度が

始まる7月までにさらに上乗せをすることです。 
 

クラブ協議会   

 

 

 

 

 

 
 

 

◇親睦委員会 江口 進 委員 
7 月に入会させていただいて以来、勉強させていた
だいております。今後もよろしくお願いいたします。 

◇会報委員会 戸張 裕康 委員長 

負担を減らし、楽しんで会報を作ることを目指して
います。ホームページにも会報やニュースを早く載
せるようにしています。 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２５名 １７名 ８名 ７７．２７％ 

前々回(10月 15日)欠席 5名 Make up 1名 ９１．３０％ 

 

 
 

 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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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 



◇プログラム委員会 山田 一之 委員長 

  健康をテーマにしていた早朝例会の卓話を勉強会に
切り替えていこうとしています。ロータリーに入っ
てよかったと思えるような卓話者を探すようにして
いきたいです。 

◇小泉 正博 ガバナー補佐 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

親睦委員会に関しては懇親会・親睦会などあっても
いいのではと思います。会報委員会はホームページ
の充実をぜひ進めていただきたい。プログラム委員
会に関して、今年は研修のための例会を入れてくだ

さいとお話ししました。第 2 グループのほかの 5 グ
ループは研修をしておりますので、研修を組んでい
ただきたいです。 

◇都倉 八重子会員増強・職業分類・会員選考委員長 

 増強はホームページを充実・更新頻度を上げるなど
して一つのきっかけにしたい。新入会員の意見を先
日、聞きましたら、早朝例会や、活動内容について
いろいろ意見が出ました。 

◇戸張 裕康 会長エレクト 

早朝例会は自分もそうですが、お昼の時間に仕事が

できるので、いいと思います。増強の件では 10 月
22 日の例会にお客様がたくさん来ましたが、あと一
歩、踏み切れない方がいて、そこをどう乗り越えて
いけばよいのか考えたい。 

◇若狭 滋則 研修・雑誌・広報副委員長 

新入会員研修を 7 月に 2 回行いました。雑誌に関し

ては「ロータリーの友」の内容を例会で紹介しまし
た。広報に関しては、中原区民祭での防犯ネットの

配布を対外的に広めていくといいのではと思って
います。クラブフォーラムは討論会ではありません。
卓話です。フォーラムはテーマを決めて、何人かの
会員がそのテーマについて自分の意見を話す会で
す。ご理解ください。 

◇若狭 滋則 職業奉仕委員長 

 シェルドンの職業奉仕の理念を学んでいきたいと
思っています。1 月に地区職業奉仕委員長の卓話を

お願いしております。職場訪問は、3 月 17 日に日本
理化学工業さんに訪問予定です。 

◇鈴木 次男 社会奉仕委員長 

  今年は、地域のサークルを応援するということで「お
と絵がたり」の支援をしようと思っています。 

地区補助金の申請をして通りました。贈呈式の商品

の購入が終わりました。中原区民祭でワイヤーロック
の配布を行いました。東日本大震災の支援も続けてい
きます。 

◇仁上 喜久夫 国際奉仕委員 

 ロータリー財団の寄付など、集めた後、どのように使
われたのか報告する必要があると思います。今後行っ
ていきます。ネパールの小学校の支援をお届けしまし
た。当クラブの米山の寄付に関しては現在 24 名から
頂いております。 

◇宮崎 玲児 青少年奉仕委員長 

  職業講話を年明けに行います。青少年交換学生の応募
者があり、10 月 15 日にクラブ事務所で面談を行いま
した。11 月 22 日に地区選考会を行う予定です。 

◇髙 瀬 建 夫 会場監督（SAA） 

  箕田敏彦ガバナーが掲げる「ロータリーの原点とその

心を大切にしよう」というスローガンを例会で伝えら
れたらいいと思います。 

 

ニコニコ報告  江 口  進 親睦委員 

横山 芳春 様（川崎北ＲＣ） 
 お世話になります。 

萩原 ひとみ 様（川崎中ＲＣ） 
 いつもお世話になっております。今日は区民会議のチ
ラシを配らせていただきました。11 月 7 日（土）8：
30～中原区内のお店や自宅の周り、コアパークで参加
のエントリーを、裏表紙で区役所へ FAXお願いします。
中原を日本一きれいな街にお掃除できればと思って
おります。前日、金曜でも大丈夫です。同日、11月 7
日 13時 30分より、精養軒で税務署長さんのマイナン
バー他の話と桂米多朗師匠の落語の会を開きます。こ
ちらも皆様お寄りください。よろしくお願いします。 

小泉 正博 様（RID2590 第 2 グループガバナー補佐） 
 本日はガバナー公式訪問前のクラブ協議会に参加し
に伺いました。よろしくお願いいたします。 

市川 功一 会長 会田 公雄 幹事  
  今日は小泉ガバナー補佐をお迎えしての第 3 回クラ
ブ協議会です。できれば全会員の出席をお願いした
く思います。小泉ガバナー補佐ご指導よろしくお願
いいたします。 

山本 剛 会員 
すいません。本日は用事で早退いたします。 

ＳＡＡ一同 
 今年はノロウイルスが大流行するとの予想です。 
手洗いとうがいを徹底しましょう。 

「みんなニコニコ」 

若狭 滋則 会員・鈴木 次男 会員・原 秀元会員 

工藤 和弘 会員・都倉 八重子 会員 

親睦委員会一同 

すっかり秋も深まってまいりました。皆様の周りも風
邪をひく方が多いと思います。今年の風邪はのどにく
る上、長引くと聞いております。うがい手洗いお願い
します。 
 

 

【例 会 案 内】 

◇11 月 14 日(土) 地区大会（12日の例会を移動） 
パシフィコ横浜会議センター 点鐘 13：00 

◇11 月 19 日(木) ガバナー公式訪問  

 卓話：箕田敏彦ガバナー  

ニコニコボックス 本日 15,000 円 累計 298,000 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 30,000 円 


