
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1353 回 （本年度 36 回） 

平成 28年 4月 14日（木） 早朝例会   
 

点  鐘  市 川 功 一 会 長 

司  会   古越 孝男 会場監督 

斉  唱 「我らの生業」 

会員出席報告 徳安 久是 親睦委員 

欠席者：若狭会員、髙木会員 
 

お客様紹介 市 川 功 一 会 長    

坂本 耕一様（小林正樹会員ゲスト） 
 

本日のミニ情報 市川 功一 会長（4月 14日） 
 
青少年交換学生のホストファミリー（ＨＦ）への謝礼
について理事会の議題になりましたが、当クラブの初
めての受け入れは平成 11年、タイからの女子高生でし
た。河合会員の資料によるとその際のＨＦへの謝礼は 3
万円。それが 5万円、10万円となり、他クラブ会員の
賛助金も初めは 1,500 円から今は 6,000 円になってい
ます。私は金額の問題もありますが最大の問題はＨＦ
が少ないことで、来年 8 月からは当クラブが担当なの
で、今からＰＲをしたく思います。 
 

会長報告 市川 功一 会長（4 月 21 日） 
 
１．臨時理事会の報告  
２．箕田敏彦ガバナーより、「2016 熊本地震義援金」

協力依頼が届いております。 （抜粋）  
  4 月 14 日熊本地方を襲った地震、その後 16 日未

明に発生した地震により、熊本地方は更に被害が
増大しております。この度、地震による被災者を
支援するために、当地区として義援金を集めるこ
とと致しました。2720 地区（熊本・大分）に義援
金口座が開設されましたら直ちに送金したいと考
えております。つきましては、会員各位に展開い

ただき下記によりご協力頂きたくお願い致します。 

  送 金 先： 国際ロータリー第 2590 地区特別口座 

義援金額：会員１人当たり 1,000 円     

送金期限：2016 年 5 月 6 日(金)  
３．平成 28 年度 川崎市文化賞等候補者の推薦につい

て、実施要領と推薦依頼の文書が届いております。 
 

 

幹事報告 会田 公雄 幹事（4 月 21 日） 
 
１．地区からの来信   
２．他クラブ例会臨時変更 

●川崎中央 RC  
5月 2日(月)   休会 
6月 5日(日)-6日(月) 一泊移動例会  

天津小湊温泉 宿 中屋 
●川崎大師 RC 5月 4日(水･祝) 休会 

●川崎ﾏﾘｰﾝ RC  
6月 9日(木)-10日(金) 一泊移動例会  
6月 30日(木)  休会  

３．他クラブ会報の回覧 本日はございません。 
 

入会卓話 神谷  直 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

●自分の事 

①生まれ 

昭和４０年５月 東京都北区赤羽で生まれる。 

下町育ち。商店街が遊び場。 

②学童期 

昭和５０年前後  

小学校５年生の時、父親が肺がんで死亡。 

父は晩年母と 再婚。 前妻との間に５人の子供。 

遺言書なし。親族旅行での親睦。  

③青春期 

昭和６０年前後  

高校では弓道部。中央大学 法学部に進学。  

挫 折 卒業して、弁護士を目指すが・・。  

方向転換 平成１３年 都内の司法書士事務所に勤務。 

修業時代。 

④独立開業 

平成２３年 新丸子に司法書士事務所の開業 
 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２７名 ２０名 ７名 ９０．９１％ 

前々回(3月 31日)欠席 9名 Make up 4名 ９１．６７％ 

 

 
 

 

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 



●家族紹介  
妻 優美子 
平成１８年３月１１日結婚。Ｂ型。りけじょ。  
趣味：バイオリン、ピアノ（会社のサークルに所属）  

長女 美咲子 
平成２１年３月生  
東住吉小学校２年生。お菓子作りが好き。  
弟の面倒見がいい。  

長男 智 
平成２４年３月生  
かりやど 保育園に通園。なぜか保育園で人気者。  

おばあちゃん みつ 
 ８６才。今年のゴールデンウィークに 八景島シーパラ
ダイスに一泊旅行を企画 

●仕事のこと 

１.相続手続き 

①自宅・預金の名義変更 

②遺言書の作成・遺言の執行 

２.老後の財産管理 

①成年後見 

②任意後見 

③死後事務委任 

３．会社の相続 

①自社株の相続問題 

②事業継承環境の整備 

４.障碍者の相続 

①親亡き後の問題解決 

②父兄向けの相続セミナー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●ロータリーのこと 
①ロータリーとの出会い 

商工会議所の会報をご覧になった山本さんが事務所に

訪ねてくる。 

25.5.16 に卓話で、遺言書についてのお話をする。 

小泉さんも時折、事務所にお見えになる。 

②入会してみて 

一年近く経とうとしておりますが、いまだにロータリー 

のことがよくわかりません。どういう会で、これからど 

のように進んで行くのか等。 

③２月５日の地区研修に参加してみて 

グループ検討会で、他のクラブの方と接する機会があっ 

たのはよかったです。 

 「ロータリーに何か成果や結果を求めると、長続きしな 

い」というお話が出て、なるほどと思いました。 

④これからのロータリー 
４月３日の洗足学園での地区研修協議会でも話があり
ましたが、女性会員を増やすこととか４０代、５０代の
会員を増やしていくこと、経営者の集まりということを
もっと活用することがこれからのロータリーに必要な
ことと感じました。 

 

ニコニコ報告  徳安 久是 親睦委員  
市川 功一 会長  会田 公雄 幹事  

今日は会員の入会卓話です。昨年７月の入会から早いも
ので 9 ヶ月が経ちましたがどんなお話しか楽しみにして
おります。 

 
高瀬 建夫 会員  

先日の第二グループ・６クラブ合同ゴルフコンペで３位

に入りました。ハンディキャップとペリア方式に恵まれ

て楽しく第二グループの親睦と懇親が出来ました。 

この会の企画を頂いた小泉ガバナー補佐に感謝します。

来年も続くといいですね。  
都倉 八重子 会員 
父の祝賀会にご出席して下さった皆様有難うございまし 

た。父も大変喜んでおりました。戸張さんからのご提案

の引き出物と似顔絵の「熨斗紙」とても評判が良かった

です。有難うございました。 

昨日、鷺沼 RCさんの移動例会で「相撲観戦」をして来ま 

した。他クラブとの交流を深めております。  
小林 正樹 会員 
 坂本先生ようこそ！  
SAA 一同 

２月１４日はバレンタインデ－、３月１４日はホワイトデ

ー、４月１４日はオレンジデーです。オレンジ色の贈り物

をもって相手を訪ね２人の愛情を確かなものにする日です。  
親睦委員会一同 
春雨の中、花粉も一息のところゴールデンウィークに向け

てご体調管理をしっかりとよろしくお願いします。  
「みんなニコニコ」  
神谷  直 会員・小泉 正博 会員・鈴木 次男 会員 
工藤 和弘 会員 
 

 

次回４月２8 日（木）の予定 

「クラブフォーラム」（青少年奉仕・宮崎委員長） 

ニコニコボックス 本日 13,000 円 累計 646,500 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 95,000 円 


