
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1320回 （本年度 3回） 

平成 27年 7月 16日（木）  

第 2回クラブ協議会 

点  鐘  市 川 功 一 会 長 

司  会   戸 張  裕 康 会場監督 

斉  唱 「それでこそロータリー」 

会員出席報告 小 林  正 樹 親睦委員長 

本日の欠席者 河合会員、髙木会員 
  

お客様紹介 市 川 功 一 会 長  
  

簑原利憲様 

（新城鈴虫愛好会会長・川崎北法人会会長） 

小泉正博様（2590 地区第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐） 

生垣 繁様（川崎北 RC） 

齊木 貴様（川崎北 RC） 

青山優子様（青少年交換学生） 

生垣様、簑原様、齋木様 

 
青山優子さん お帰りなさい！ 

 

会長報告 市川 功一 会長（7 月 23 日） 
 
１．地区より「クラブ戦略計画について」の卓話者派遣 

についてご案内が届いております。 

 【 抜粋 】 

  ロータリークラブの活性化は、クラブ内外に多くの

課題が含まれているため、戦略計画が必要となりま

す。国際ロータリーは、戦略計画の必要性を訴えて

参りましたが、現状維持を肯定する会員が多い為か、

戦略計画をクラブ活性化の為に取り入れようとす

るクラブが少ないのが現状です。そこで本年度、戦

略計画の重要性をクラブの皆様へご理解いただく

為、卓話者を派遣させていただく事により、計画策

定の支援をしたいと考えております。  
 ※関係委員会と相談の上、派遣希望日時、卓話希望 

内容などを決めさせて頂きます。期限 8月 7日 
  

幹事報告 会田 公雄 幹事（7月 23 日） 

１．地区からの来信 

 ①青少年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8月6日(木) 15：00-17：00 

場所：メモワールプラザソシア２１ 

 ※宮崎青少年奉仕委員長、ご出席お願い致します。 
 
 ②ﾛｰﾀﾘｰ米山奨学生･学友 夏季ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝのご案内 

が届いております。出欠期限：8月17日 

  日時：2015年8月30日(日) 

集合：AM7：10 ﾎﾃﾙｷｬﾒﾛｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ前 

  バス旅行：沼田 吉祥寺百花園 桃狩り 

  参加費：米山奨学生･米山学友(学生)及びその家族:

無料 ロータリアン:10,000円/人 
   
２．他クラブ例会臨時変更 

●川崎百合丘RC  
8月4日(火) 例会後納涼会 ﾎﾃﾙﾓﾘﾉ新百合ヶ丘 

7Fﾋﾞｱﾎｰﾙ 点鐘17：30 
 9月22日(火･祝) 休会 
●川崎南RC  

8月11日･9月22日(火) 休会 
 9月29日(火) 横浜中華街「萬珍楼」点鐘18：30 
●川崎ﾏﾘｰﾝRC 8月13日(木)  休会 

   
３．他クラブ会報の回覧 川崎北RC、 
 
４．川崎高津RC、川崎百合丘RCより、活動計画書を 

お送りいただきました。  
５．8月6日(木) 例会前11時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 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２５名 ２０名 ５名 ９０．９１％ 

前々回(7月 2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 



例会案内 
 

7月30日(木) 休会 

 8月 6日(木) 通常例会 ﾎﾃﾙ精養軒点鐘12：30 

 卓話：青山優子さん 

「青少年交換学生としてブラジルで学んだ事」 

 8月13日(木) 休会 
 

第 2回クラブ協議会  

 

◇出席・親睦委員会 小林正樹委員長 

 活動計画にも、「親睦は例会にある」と書かせていただき

ました。ピアノ生演奏も始めました。また、奥様やご家族の

方も一種に参加できる機会も増やしていきたいです。 
 
◇クラブ会報委員会 戸張裕康委員長 

 中原ＲＣは会報を大切にしていると感じています。ホーム

ページの更新も充実させていきたいです。 
 
◇プログラム委員会 山田一之委員長 

 早朝例会で健康を中心にした話題をしていましたが、今

後はロータリーの勉強に切り替えます。9月の第 2週の早朝

例会で勉強を行いたいと思っております。プログラムの予告

を会報に出せればと思っております。 
 
 

小泉ガバナー補佐 コメント 

 ピアノの生演奏は会長幹事会に行っても評判がいいです。

せっかくですから、お客様歓迎の曲も演奏されたらいかがで

しょうか。飲み物を出すクラブもあります。会報は会員の負担

にならないようにお願いします。ホームページは会員増強に

重要だと思います。 
 

◇会員増強・職業分類・会員選考委員会  
都倉八重子委員長 

 今年度は 5 名の増強を目指しています。30 周年に向けて

30 名の会員に達成するように頑張ってまいります。14 日の

地区拡大増強セミナーで「ブレーンストーミング」を体験して

参りました。例会の中でも全員参加で実行したいと思います。

中原ＲＣの特徴を出して、夜間例会や移動例会に候補者を

ご招待して楽しい雰囲気を体験していただき、入会につな

げて参ります。 
 

◇研修・雑誌・広報委員会 山本剛委員長 

 3 年以内にロータリーのことを知らないままに辞める人が多

い。研修を充実させていきます。さっそく明日、研修を行い

ます。その他プログラムの中に研修の枠をとっていただき、

研修をしたいと思っております。 
 

小泉ガバナー補佐 コメント 

 「ブレーンストーミング」は結果をまとめるということなので、

結果が出てからされるといいと思います。職業分類は未充填

の業種を認識することが大切だと思います。会員増強は全

員でやるということが大切です。ロータリーがおかしな方向に

来ているのは研修が足りなかったからではないかと言われて

います。本日お配りした地区研修の報告書に新会員部門を

担当させていただいた私と、三間様、高良様の研修の内容

が載っていますのでご覧になってください。 
 

◇職業奉仕委員会 若狭滋則委員長 

 職業奉仕はロータリーの重要な奉仕活動の一つです。職

場訪問は、日本理化学工業様に訪問する予定です。6 クラ

ブ合同で何かできないか考えています。 
 

◇社会奉仕委員会 鈴木次男委員長 

 昔話を中心に活動している「おと絵がたり」を支援していき

ます。東日本の災害支援を継続します。 
 

◇国際奉仕委員会 歌崎勅男委員長 

 当クラブでは継続的な国際奉仕の支援がなかったの

ですが、以前バリの支援を行ったことがあります。継続

的な国際支援をするきっかけがあれば行っていきたい

と思っております。川崎北クラブのバヌアツへの救急車

支援などの協力を行っていきたいです。 
 

◇青少年奉仕委員会 宮崎玲児委員長 

 中原中学校への職業講和を継続していきます。 
 

◇会計  工藤 和弘 会計担当 

 岩崎さんと情報交換を行いながら引き続きやっていきます。

30周年に向けて頑張っていきます。 
 
 
 



◇会場監督  髙瀨 建夫 会場監督 

 会場監督は、例会の秩序を保つための重要な役職だと思

っております。守っていきたいことがいくつかあります。例会

に参加される方やゲストに気持ちよい挨拶をする。会長幹

事、各委員会と連絡を密にとり、スムーズな例会進行に努め

ます。遅刻、早退などの承認、把握します。秩序を乱す行

為に対する警告、私語に対する警告、卓話の時間管理を

行います。最近ロータリーバッチを付けてない方がいますの

で注意してください。 
 

本日のミニ情報  

最近「ゆう活」という言葉を耳にしますがこれは「ゆうやけ時

間活動推進」の略で、朝型勤務への転換の取り組みを指

す言葉です。政府は国家公務員の勤務時間を 1～2 時間

前倒しする朝型勤務を実施。早めに仕事を終え、夕方から

の時間を家庭生活の充実や趣味などに充てることを「ゆう

活」と名付け推奨しています。民間企業でもこれを取り入れ

る動きが出てきていますが、当クラブでも早朝例会（今は第

2例会のみ）は将来の大きな課題です。 
 
ニコニコ報告   小林 正樹 親睦委員長 

小泉 正博 様 (2590 地区第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐） 

 本日は、クラブ協議会に参加させていただきます。 

よろしくお願いいたします。  
生垣 繁 様（川崎北 RC） 

 本日はよろしくお願いいたします。  
齊木 貴 様（川崎北 RC） 

7 月 1 日より川崎北ロータリークラブに入会させていただ

きました。今後ともご指導よろしくお願いいたします。  
簑原 利憲 様 

（新城鈴虫愛好会会長・川崎北法人会会長） 

 本日は、鈴虫祭りへのご協力をお願いに参りました。 

多数のご参加と当日のご支援をお願いいたします。  
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クラブ協議会

がありますので、よろしくお願いいたします。また、簑原様

わざわざ本日はありがとうございます。ロータリー再入会の

際には、北法人会へ 2 人の副会長をはじめ多くの理事を

排出している当クラブもご検討ください。  
歌崎 勅男 会員 

 簑原さん、齊木さんようこそおいでくださいました。

ごゆるりと例会を楽しんでいってください。  

都倉 八重子 会員（元地区青少年交換委員） 

 ブラジル派遣の青山優子さん、お帰りなさい。無事の

帰国よかったです。ブラジルでの貴重な報告、楽しみ

にしております。  

小林 正樹 会員 

  山田先輩、心温まるお手紙ありがとうございました。心が

ジーンと熱くなりました。  
小林 正樹 会員 

 過日母の葬儀に際し皆様より多大なご厚情を賜り、心より

厚くお礼申し上げます。母も天国から感謝していると思い

ます。ありがとうございました。 

ＳＡＡ一同（担当戸張） 

 個人的ですが、昨日長男が 20 歳の誕生日でして手紙をもら

いました。本当に健康で素直に育ってくれて（奥さんに似てく

れて）ほっとしております。まだ 2 人（長男、次男）が控えてお

りますので頑張っていきたいと思います。 
 

親睦委員会一同 

 猛暑と台風のコンビネーションにはいささか参ってしまいそうで

す。皆様お体には十分ご自愛ください。 

簑原様ようこそお越しくださいました。青山様お帰りなさい。 
 

「みんなニコニコ」  青山さん、おかえりなさい！ 

山本  剛 会員・鈴木 次男 会員・若狭 滋則 会員 

原  秀元 会員・古越 孝男 会員・工藤 和弘 会員 

徳安 久是 会員・江口  進 会員 
 

 
 

新会員研修 

7 月 17 日（金）19：00～ ㈱ジェクト会議室にて 

ニコニコボックス 本日 27,000円 累計 82,000円 

記念日ニコニコ 本日 0円 累計 0円 


