
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1351 回 （本年度 34 回） 

平成 28年 3月 31日（木） 

第 4 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 「4 つのテスト」 

会員出席報告 江口 進 親睦委員 

欠席者：会田会員、髙木会員、今井会員、工藤会員、徳安会員 
 

お客様紹介 市 川 功 一 会 長    

村田 眞一 様 （横浜南ＲＣ） 
 

本日のミニ情報 市川 功一 会長 
 
国際基督教大学（ICU）から「東ヶ崎潔ダイアログ

ハウス」への募金依頼が来ています。世界の６つの
ロータリー平和センターの一つが ICU にあり、2013
年には当クラブはここで移動例会を行いました。 
アメリカ生まれの東ヶ崎氏は ICU の創立に関与し、

日本人で初めて RIの会長を務めた人です。この建物
の建設資金の一部として今までロータリアンから
7000万円以上の寄付が集まりましたが、ここで一区
切りをつけるとのことです。有志の方はご協力をお
願いします。 
 

会長報告 市川 功一 会長 ４月７日(木) 
１． 理事会報告 

２．地区より、訃報が届きました。 

  当地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ（1975-76 年度）上野 豊氏 

（横浜 RC）が、3 月 6 日ご逝去されました。享年
100 才、故人のご冥福をお祈りし、ここに謹んで
お知らせ申し上げます。 

  なお、ご葬儀は家族葬にて済まされ、下記により
上野グループと横浜商工会議所による合同での
「お別れの会」が執り行われます。 

  日時：2016 年 4 月 13 日（水）12：30-14：00   

式場：ホテルニューグランド 本館 2 階 

  喪主：上野 孝様（ご長男） 

 ※御香典、御供花、御供物は固くご辞退のご意向。

ご来臨の際は平服にてお越し頂きたいとの事です。 

 

幹事報告 小林 正樹 副幹事 ４月７日(木) 
１．平成27年度 中原区民祭の事業報告書が届いて 

おります。回覧致します。 

２．他クラブ例会臨時変更 

●川崎高津南 RC  

4 月 18 日⇒16 日(土)  献血活動 

●川崎とどろき RC   

5 月 2 日(月)  休会 

5 月 16 日⇒15 日(日)-16 日(月)  

一泊移動例会 熱海「大観荘」点鐘 17：45 

●川崎中 RC  

5 月 3 日(火)  休会 

5 月 31 日⇒29 日(日)-30 日(月)  

一泊移動例会 箱根湯本「河鹿荘」           

３．他クラブ会報の回覧   

川崎中 RC 川崎とどろき RC 

４．次週 ４月１４日(木)は、定例早朝例会です。 

ホテル精養軒にて点鐘７:３０ 
お間違えのないようご出席ください。 
 

第 4 回クラブ協議会  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２７名 １８名 ９名 ７８．２６％ 

前々回(3月 17日)欠席 11名 Make up 3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・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 
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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 



◇出席・親睦委員会 小林正樹委員長 
 親睦と奉仕の実践。4 人の素晴らしい新会員が入会
されました。親睦を通じ、自分自身を研鑽し、ロータ
リーライフを過ごしていただけたらと思います。 
 

◇クラブ会報委員会 戸張裕康委員長 
 川崎中原 RCでは会報を大切にしてきました。その伝

統を守り、ホームページ更新も引き続き行っていきま
す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇プログラム委員会 山田一之委員長 
 皆さんのご協力のおかげで、いい方たちを迎えて卓
話ができております。特別のイベントの時は広報に力
を入れて情報を発信していただけたらと思います。 
 

◇会員増強・職業分類・会員選考委員会  

都倉八重子委員長 
 現在会員純増 4 名、目標まであと一人です。川崎中

原RCホームページはトップページにみなさんの笑顔の
写真が載っていてクラブの雰囲気がよく出ています。
更新を引き続きお願いします。 
 

◇研修・雑誌・広報委員会 山本剛委員長 
 ロータリーの原点を大切にする蓑田ガバナー簿考え
もあり、研修に力を入れております。新入会員の研修
も引き続き行っていきます。今までやってこなかった
例会での研修も行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇国際奉仕委員会 仁上 喜久夫委員 
 国際奉仕委員会で財団を担当しております。寄付金
の方も順調に来ております。引き続きよろしくお願い
いたします。 
 

◇職業奉仕委員会 若狭滋則委員長 
 4 月に月間卓話にはじまり、クラブフォーラム、東
京ドームと日本理化学工業の職場訪問を行いました。 
 

◇社会奉仕委員会 鈴木次男委員長 
 地区の補助金の認定を受け、地域ボランティアサー
クルの支援を行いました。4月 21日に例会で公演予定
です。東日本大震災ももう少しです。引き続きよろし
くお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

◇青少年奉仕委員会 宮崎玲児委員長 
 中原中学校の職業講和は先方の都合で 4 月以降に行
うことになりました。（昨年は 3月に実施）多摩高校の
岩木さんが青少年交換留学候補生になり 8 月からドイ
ツ木留学する予定ですので引き続きフォローを行いま
す。地区の RYLAの活動も引き続き行います。 
 
新入会員挨拶 
江口 進 会員 
 先日の研修会で山本研修委員長から、長く続ければロ
ータリーの良さはさらに理解できる、と教えていただき

ました。根気よくやってまいりますので、よろしくお願
いいたします。  
神谷 直 会員 
根気よくやってまいりますので、よろしくお願いいたし
ます。  
東出 隆弘会員 

今日のクラブ協議会は、委員会やその内容について勉強
になりました。ありがとうございます。 
 

ニコニコ報告  江口 進 親睦委員 
 
村田 眞一様 （川崎南 RC） 
メークアップに来ました。よろしくお願いいたします。  
市川 功一 会長 小林 正樹 副幹事  
 早いものであすから 4 月。街を歩くと汗ばむような陽
気です。今日は今期 4回目のクラブ協議会です。本来な
ら 3月の予定がプログラム編成の都合上、本日になりま
した。あと今年度も 3か月となりましたが各委員長さん
よろしくお願いいたします。  
SAA 戸張 裕康 会員 

本日、誕生日です。いいことあるかな？46年前の今日は
よど号ハイジャック事件です。覚えていますか？今日の
選抜高校野球決勝 高松商業 vs智弁学園はどちらが勝
つのか？桜もそろそろ満開です。入学式まで散らなけれ
ばよいですね。  
親睦委員会一同 

 ようやく桜が開花してまいりました。クラブ事務局前
の桜も満開だということです。一方「花冷え」という言
葉もありまして実際風邪なども流行っております。会員
の皆様におかれましてはご多忙中ご自愛されますよう

お願いします。  
「みんなニコニコ」  
髙瀬 建夫 会員・山本  剛 会員・古越 孝男 会員 

若狭 滋則 会員・鈴木 次男 会員・小泉 正博 会員 
 

 
次回４月１４日（木）は早朝例会です。 
神谷 直会員  入会卓話 

ニコニコボックス 本日 11,000 円 累計 621,500 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 85,000 円 


