
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1309回 （本年度 38回） 

平成 27年 4月 16 日（木）  
 

雑 誌 月 間 

点  鐘  小 林 正 樹 会 長 

司  会   歌崎 勅男 会場監督 

唱  和 「それでこそロータリー」「春の小川」 

会員出席報告 古越 孝男 出席委員 

本日の欠席者：会田会員、若狭会員、松川会員 

 

本日のミニ情報  
 
「ロータリーの友誌について」 
皆さん、「ロータリーの友誌を購読する」から「ロータ
リーの友誌」に参加をしよう」にも目を向けていただ
き、ロータリーを楽しんでみてください。 
 

会長報告  小 林 正 樹 会長（ 4 月 23 日） 
 
１. ＲＩ日本事務局より、2015年 4月 28日(火)午前 9～10時 

第 4 回会員増強ウェビナー開催のご案内が届いておりま

す。国際ﾛｰﾀﾘｰでは今年度全 5 回のウェビナーを実施し

ており、第 4 回となる今回は、日本のロータリー会員 2 名

がパネリストとなって、「既存会員の積極的参加と会員維

持」「新会員の積極的参加と会委員維持」についてお話

しされるとの事です。ウェビナーとは、インターネットを利

用したオンライン研修システムで、どなたでも無料でご参

加いただけます。メール環境のある方には、事務局より転

送させて頂きましたのでご確認下さい。 
 
２．川崎大師 RC より、第 1 第 2 第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟＩＭの報告書（Ｄ

ＶＤ仕様）が届いております。機会がありましたら会員皆

様でご覧いただきたいとの事です。 
 
３．川崎市より、平成 27 年度川崎市文化賞等候補者の推薦

について依頼状が届いております。資料をポスティングさ

せて頂きましたので、ご確認下さい。 
 

幹事報告  髙 瀬 建 夫 幹事（ 4 月 23 日）  
１．地区からの来信 
 ①クラブ戦略計画セミナー開催のご案内が届いてお

ります。 

  日時：2015年5月19日(火) 15：00-17：00 
  場所：メモワールプラザソシア２１ 
 ※小林会長、市川会長ｴﾚｸﾄにご出席頂きます。 
 
 ②第25回日本ﾛｰﾀﾘｰ親睦ゴルフ北海道大会のご案内が

届いております。 
  日時：2015年6月22日(月) 午前7時ｽﾀｰﾄ 
  会場：小樽カントリー倶楽部 
 ※詳細は回覧致します。参加ご希望の方は事務局まで

お知らせ下さい。申込期限：5月15日(金) 
 
２．横浜東RAC より、例会のご案内が届いております。 

4月21日(火) 19：45-21：25 神奈川公会堂 1号
会議室「スピーチ力コンテスト」 
5月10日(日) 14：00-16：00 鶴見 總持寺「米山
梅吉氏墓石清掃」 

  
３．他クラブ例会臨時変更 
●川崎百合丘RC 4月28日・5月5日(火) 休会 
 5月19日(火) 家族感謝会 点鐘18：00 
●川崎幸RC 5月1日(金)  休会  
 5月22日⇒26日(火) 移動例会 海上自衛隊横須賀

地方隊日帰り研修 点鐘10：20 
  17：00～懇親会 横浜中華街「四五六菜館」

  
●川崎麻生RC 5月1日(金) 休会 
 5月22日⇒24(日)-25(月) 会長幹事ご苦労様会 

石和温泉「かげつ」 
●川崎鷺沼RC 5月13日(水) 移動例会  

日比谷聘珍樓 点鐘17：00 
 5月27日(水) 休会 
   
４．他クラブ会報の回覧  川崎南RC、新川崎RC 
 
５．4月30日と5月7日の例会は、休会です。 
  次回例会は、5月14日(木) 点鐘 7：30  

ﾎﾃﾙ精養軒にて 早朝例会となります。 
 
  5月14日(木)例会終了後に、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。  

 

会員卓話 「ロータリーと健康」 

◇都倉 八重子 会員 
健康についてですが、タバコも吸わず、お酒もあまり好き

ではないので特別に悪い所はないようで、風邪もひかず、

高熱が出ても仕事をしているうちに治っていたり、病院は、

歯医者さんぐらいしか行きません～～ 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２４名 １７名 ７名 ８５.００％ 

前々回(4月 2 日)欠席 4名 Make up 1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） 
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会長・小林 正樹  幹事・高瀬 建夫  会場監督・若狭 滋則  会報委員長・都倉 八重子   

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 

 

『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 



現在は、体

重が増量中で

して、ダイエット

を考えている最

中です。毎年、

２月の東京ドー

ムでの蘭展で

は、ステージに

立ち大勢の

方々の前でデ

モンストレーシ

ョンをするので、

体重が増えな

いようにするの

ですが、それ

が終わると、そ

の反動で増量してしまうのかもしれません。ま、心配事もな

く幸せなので、痩せないのかもしれませんが～～どなたか、

ダイエットに成功した方は教えて下さいね。 

病気ではないですが、肩こりがすごいのと、急に眠くなる

のが困りますね～例会の最中に眠くなることはないのです

が、せっかく卓話に来て下さった方に失礼ですので～～で

も、宅建の免許更新などの午前中から夕方までの長期の

講習会などでの眠くならない対処法は無いのでしょうか？

でも、寝ている人を観察するのは、意外に良い方法かもし

れません～～ 
 

◇歌崎 勅男 会員 

SAA(Sergent-at-arms) 

会場監督は武装軍曹の意味で、本来は英国王室議会
の守衛官のことを言います。 

 その由来
は、古くは
イギリスの
封建時代に
さかのぼり、
国王や大統
主の行う各
種の儀式に
おいて、こ
れを妨げ、
秩序を乱す
のを防ぎ、
儀式を監督
することを
職務として
おり、その
責任は重く、
厳重に武装

しているのが常とされていました。ところが、この制
度がアメリカの議会に導入され、それがロータリーに
も及んだものと考えられますが、ＳＡＡが正式な役職
として定められたのは 1906年で、ポールハリス、マッ
クスウォルフ、チャールスニュートンがシカゴクラブ
の最初のＳＡＡに就任しております。 
 ロータリーにおけるＳＡＡは、クラブ例会その他の
会合において気品と風紀を守り会合がその目的を発揮
できるよう設営し、監督をする責任があります。つま
り例会場において、最高の権限を持つクラブ役員の一
人で、クラブ年次総会後、1週間以内に次年度理事会で
会員の中から選任されます。この場合、理事会のメン

バーであっても、なくても差支えないことになっていま
す。このように例会場の管理権限者であることから、会
長経験者およびロータリアンとして経験が深い会員の
中から任命されることが望ましいとされています。 
 
この続きは事務所で保管しております。 
 

ニコニコ報告   古越 孝男 親睦委員 

小 林 正 樹会長・髙 瀬 建 夫幹事  
 「心は自分のもの」「身（からだ）はあずかりもの」
健康な身をありがとう、一句 
１．あちこちの 痛みは生きて いる証拠 
２．気になるは 孫は偏差値 オレ血糖値 
今日は都倉さん歌崎さん、健康卓話、よろしくお願い
いたします。 

山田 一之 会員 

 被選理事会の連絡があったので来ました。松川さん、
徳安さん残念でした。力を落とさずに！ 

市川 功一会員 
 今日は例会終了後、第 1 回の被選クラブ協議会を開き
ます。来年度の地区方針や当クラブの方針についてお
話をさせていただきますので、よろしくお願いいたし
ます。 

戸張 裕康 会員 
 本日、朝から東京電力から依頼を受けて電力の調査を
したいとの電話がありました。よくよく聞いてみると
無料なのですが、ほかの提案などがあり、結局営業の
電話でした。調査とか無料チェックと聞くとやらなけ
ればならないと勘違いしてしまいます。皆様も気を付
けてください。 

ＳＡＡ一同 

 本日は会員卓話です。よろしくお願いします。 

親睦委員会一同(古越 孝男 会員) 

 異常気象が続きますので、外出時は気を付けてくださ
い。 

「みんなニコニコ」  

会員卓話よろしくお願いします！ 

仁上 喜久夫 会員・小泉 正博 会員・原 秀元 会員
山本 剛会員・徳安 久是 会員・髙木 謙太郎 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFJの村橋さんからお礼のはがきが届きました。 

ニコニコボックス 本日 13,000円 累計 666,000円 

記念日ニコニコ 本日 0円 累計 85,000円 


