
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1316回 （本年度 45回） 

平成 27年 6月 18 日（木）  

点  鐘  小 林 正 樹 会 長 

司  会   歌 崎  勅 男 会場監督 

斉  唱 「それでこそロータリー」「茶摘み」 

会員出席報告 戸 張  裕 康 出席副委員長 

本日の欠席者：徳安会員、髙木会員 
 

お客様紹介 小 林 正 樹 会 長  
 
米山 元章 様  
（川崎北 RC 会長） 
 
横山 芳春 様  
（川崎北 RC 幹事） 

 

 
細山 勝三郎 様  
（川崎中 RC 会長） 
 
伊藤 稔 様  
（川崎中 RC 幹事） 
 
 
 
加藤 義八郎 様  
（川崎とどろきRC会長） 
 
井上 佳則 様  
（川崎とどろきRC幹事） 

 

 
 
会長報告  小 林 正 樹 会長（６月 25 日） 

１. 第 65 回「社会を明るくする運動」実施要綱と第 64 回実
施結果報告書が届いております。 
今年は、7 月 17 日(金) 13：30～16：00  
川崎市中原市民館ホールにて開催との事です。  

幹事報告  髙 瀬 建 夫 幹事（６月 25 日）  
１．地区より、2015-16年度 ローターアクト主催「全

クラブ合同例会」開催のご案内が届いております。 
 日時：2015年7月20日(祝･月) 13：30-17：30  
 場所：横浜市健康福祉センター4F 

 
２．他クラブ例会臨時変更 
●川崎幸RC  
7月24日(金) 創立記念例会  

川崎日航ホテル 点鐘18：00 
8月14日(金) 休会 
8月28日(金) 夜間例会(納涼会)  
ﾖｺﾊﾏｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ 点鐘18：00 

 ●川崎RC 7月30日・8月13日(木) 休会 
 
３．他クラブ会報の回覧  本日はございません。 
 

委員会報告 

◇次週 7月2日(木) 例会前11：00より、定例理事会を開 
 催致します。2015-16年度 理事･役員の皆様、ご出席 
をお願い致します。 

 

 本日のミニ情報  
「職業奉仕の理念」 

箕田敏彦ガバナーエレクトが、2011-2012 年度の地区
職業奉仕委員会で配られた「職業奉仕の理念」の資料
を本日お配りしました。是非ご一読ください。 
 

クラブ協議会 理事・役員・各委員長退任挨拶  
 
◇親睦出席委員会 仁上 喜久夫 委員長 

 
戸張会員のサポートを受け、
「楽しい例会にしよう」と
いうことで、やってきまし
た。7月には 2名の新会員が
入ることにもなりました。
ありがとうございました。 
 
 

◇クラブ会報委員会 都倉 八重子 委員長 
 
河合さんと、宮崎さんにお手
伝いいただき、会報を作成い
たしました。堅苦しくなく、
楽しい会報づくりを目指し
てきました。1年間ありがと
うございました。 
 
 

◇プログラム委員会 会田 公雄 委員長 
 
皆様の多大なご協力のおか
げで 1 年間穴をあけずにで
きました。木田さんと宍戸
さんの件は私が動きました
が、それ以外は皆様のご協
力のおかげです。ありがと
うございました。 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２３名 １９名 ４名 ９０．４８％ 

前々回(6月 4 日)欠席 5名 Make up 1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） 
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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 



◇山田 一之 副会長 
出席率はよく、親睦委員会
もよくやっていただきま
した。会報・IT委員会も限
られた紙面と時間の中、よ
くやっていただきました。
プログラムも皆様のご協
力がありよかったです。来
期のプログラムは、会報な

どのことも考え行っていきたいと思います。ありがと
うございました。  
◇会員増強・職業分類・会員選考委員会  

戸張 裕康 委員 
 
3 名の目標を立てていまし
たが、来期 2名の入会に繋
げられたのはよかったと
思います。法人会青年部で
も会員増強を推進してお
り、要領がわかってきたの
で今後それを生かしたい
と思います。  

◇Ｒ情報・雑誌･広報委員会 髙瀬建夫 委員長 
 

情報集会を小杉で行った
際、ゲストの江口さんが市
川会員の高校の同窓生だ
とわかり入会が決まりま
した。また元住吉の情報集
会でもいい話ができまし
た。夜の会は活発な情報交

換ができますので増やした方がいいと思いました。 
 
◇市川 功一 会長エレクト  

会員増強は戸張さんの活
躍もあり、来年度 2名入会
に繋げることができまし
た。入会年次の新しい人と
一緒に勉強もしていきた
いと思います。 
 

◇職業奉仕委員 島田 叔昌 委員 
職業奉仕の大切さは、会長
がミニ情報で発信されてい
たこともあり、皆様再認識
されたと思います。それが
今年の成果だと思います。 
  

◇社会奉仕委員会 鈴木次男 委員長  
地区の補助金を利用した
「お話し森」への支援東日
本震災の支援に皆様のご協
力をいただきありがとうご
ざいました。来期もよろし
くお願い足します。 
 

◇国際奉仕委員会 山本 剛 委員長 
地区の委員長会議に出席
した際に、パレスチナとイ
スラエルの高校生の合宿
のプログラムを知り、10万
円の予算を寄付すること
に決めました。このような
地道な活動が将来に大切

なことなのではと思います。チベットの支援でもご協
力を得られました。ありがとうございました。  

◇青少年奉仕委員会 歌崎 勅男 委員長  
SAA の活動もあり、青少年
奉仕委員長としてあまり
活動ができませんでした。
川崎北 RC でライラの会長
をされている方がおり、協
力をさせていただきまし
た。 

 
◇小林 正樹 会長 

ロータリーは職業奉仕が大
切だと思います。社会奉仕
も「おはなしもり」などよ
かったと思います。国際奉
仕のイスラエルとパレスチ
ナの交流はいいプログラム
だと思います。青少年奉仕
委員会もありがとうござい
ました。 

◇若狭 滋則 SAA 
2 年 SAA をさせていただき
ました。例会の準備なども
あり、大変なところもあり
ましたが、無事務めること
が出来ました。 
ありがとうございました。 
 
 

ニコニコ報告   戸 張 裕 康 親睦委員 
川崎北ＲＣ 米山 元章 会長・横山 芳春 幹事  
本日は退任のあいさつで伺いました。1 年間ありがとう
ございました。  
川崎中ＲＣ 細山 勝三郎 会長・伊藤 稔 幹事 
本日は退任の挨拶に参りました。この 1 年間ありがと
うございました。  
川崎とどろきＲＣ 加藤 義八郎 会長・井上 佳則 幹事  
本日は退任のあいさつで伺いました。皆様にはいろいろ
とご指導いただき、ありがとうございました。大変楽し
い 1 年間でありました。これからもよろしくお願いい
たします。  
小林 正樹会長・髙瀬 建夫幹事  
うっとうしい日が続きます。川崎北ＲＣ米山元章会長・
横山芳春幹事、川崎中ＲＣ細山勝三郎会長・伊藤稔幹事、
川崎とどろきＲＣ加藤義八郎会長・井上佳則幹事、皆様
ようこそ！一年って早いものですね。お世話になりあり
がとうございました。 

SAA 一同 
早いもので退任の挨拶の時期になりました。各委員長さ
んよろしくお願いいたします。 

「みんなニコニコ」  

皆様 1 年間ありがとうございました！ 
若狭 滋則 会員・会田 公雄 会員・原 秀元 会員 
市川 功一 会員・山本 剛 会員・鈴木 次男 会員 
都倉 八重子 会員・島田 叔昌 会員・古越 孝男 会員 

親睦委員会 戸張 裕康会員 
退任挨拶に来られた近隣クラブの会長・幹事様、ありが
とうございます。何かとてもいい顔してらっしゃいます
ね！これからも中原ＲＣをよろしくお願いいたします。
また、来週は二子玉川「鎌倉山」でのファイナル例会で
す。よろしくお願いいたします。 
 

 

ニコニコボックス 本日 28,000 円 累計 810,000 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 115,000 円 


