
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1358 回 （本年度 41 回） 

平成 28年 5月 26日（木）  
 

点  鐘  市 川 功 一 会 長 

司  会   高 瀬 建 夫 会場監督 

斉  唱 「それでこそロータリー」 

会員出席報告 東出 隆弘 親睦委員 

欠席者：今井会員、江口会員、髙木会員、徳安会員、仁上会員 
 
 

お客様紹介 市 川 功 一 会 長  

本日はいらっしゃいません。 

 

本日のミニ情報 市川 功一 会長（5月 26日） 
 
今年度 5人目の入会候補者が先ほど理事会で承認されま

した。今日のミニ情報が今期で一番うれしい発表です。

これは会員皆さんの力の結集の結果で、1人 2人でできる

ことではありません。私が約 20年前に入会したとき 4人

だった会員が平成 23年には 20人まで減少し、それから

増加に転じたのですが、今年の勢いを戸張年度も続けて

いって、平成 19年以来の会員数 30人台を早期に実現さ

せたく思います。 
 

会長報告 市川 功一 会長（６月２日）  
１．理事会の報告 

 

幹事報告 会田 公雄 幹事（６月２日）  

１．地区からの来信 

①前年度（2014-15年度）の地区年次報告書が届きまし

たので 回覧致します。   

２．他クラブ例会臨時変更 

●川崎高津 RC  
6月 2日⇒5日(日) 多摩川清掃活動 9：00～ 
6月 30日(木) 休会 

●川崎大師 RC  
6月 15日-16日 一泊移動例会  

ホテル三日月（木更津市）  
6月 29日(水) 休会 

●川崎幸 RC 6月 24日(金) 夜間例会 
  

３．他クラブ会報の回覧  川崎南 RC 

４．次週 6月 9日(木)は、定例早朝例会です。 

  ホテル精養軒にて点鐘 7時 30分 

  お間違えの無いよう、ご出席ください。 
 

第５回クラブ協議会  

◇出席・親睦委員会  

小林 正樹 委員長代理  神谷 直 委員 

『親睦は例会の中に』 今期は新しい会員の方が率先して

例会の準備を手伝ってくれていました。今後は若い会員・

女性会員の獲得をどのように行っていくかが課題だと思

います。また夜間例会の企画が少なかったので次年度の髙

瀬委員長に企画実行をお願いしたいと思います。1 年間、

ご理解・ご協力いただき有難うございました。 

 

◇クラブ会報委員会       戸張 裕康 委員長 

会報は 2週間に 1度掲載できておりますが、ニュースの方

が止まってしまうため、皆様から何かいただいてやってい

かなくてはと思います。大変ですが会報は伝統があり好き

なので、来期も上手くやっていければと思います。 

 

◇プログラム委員会      河合 束 副委員長 

先程ご指摘いただきました夜間例会ですが、今期は早めに

予定を埋めてしまったため、プログラムに入れる余裕があ

りませんでした。来週夜間例会を予定しております。また

6月のプログラムも決まっておりますので、皆様よろしく

お願い致します。 

 

◇会員増強・職業分類・会員選考委員会 

                       都倉 八重子 委員長 

今期、5名の増強を達成いたしました。会長、幹事様方々

のご尽力をいただき目標を達成することができ本当に良

かったと思っております。会員の高齢化等で退会される方

が多い中、中原区は退会者が１人もおりません。今後は「よ

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２７名 １７名 １０名 ７７．２７％ 

前々回(5月 12日)欠席 6名 Make up 0名 ９１．３０％ 

 

 
 

 

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 



うこそロータリーへ」という DVD の活用、またタウンニ

ュースへの掲載等を行い、イメージアップを図り増強に

繋げていきたいと思っております。 
 

◇研修・雑誌・広報委員会   山本 剛 委員長 

研修の方は新入会員研修を 3 回例会で行いました。雑誌

はロータリーの友を紹介することを例会でやっておりま

したが、例会の時間が少なくなるということで途中で止

めました。ロータリーの友を読む会というのをやってい

るクラブもあるそうなので、考えてみたいと思っており

ます。広報に関しては、皆様がロータリークラブを意識

して PRしていただいているので、広報委員会としてはと

ても助かっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇職業奉仕委員会          若狭 滋則 委員長 

月間卓話やクラブフォーラム、職場訪問を行いました。

職業奉仕というと職業倫理、要するにコンプライアンス

です。最近では大企業の不祥事もありました。私たちも

職業倫理のあり方を今後も学んでいかなくてはいけない

と思います。無事に 1 年務めることができました。有難

うございました。 
 

◇社会奉仕委員会           鈴木 次男 委員長 

災害支援や寄付を含め、皆様に何かとお願いすることが

多かったと思いますが、無事終了したと思います。ご協

力いただき本当に有難うございました。 
 

◇青少年奉仕委員会        宮崎 玲児 委員長 

期首計画では、近隣クラブの連携や職業講話等の活動等

を計画しておりました。川崎北クラブが本年度の RYLAの

ホストクラブになっており、RYLA に参加させていただき

ました。来期も引き続き参加していこうと思っておりま

す。中原中学校の職業講話が 6 月 15 日に決まりました。

よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

◇会 計              工藤 和弘 会員   

一般会計は収支を見て現在 450 万円位です。例会費を入

れたとしても 400 万円位のプラスとなります。前年度繰

越金 50万円を考えると、当初の予算と同じになり、ほぼ

ズレはありません。会議費も予算を低めに計上していた

ため 7 万円位オーバーですが、交際費が 6 万円程余って

いるので一般会計としては大きなズレはなく終わる予定

です。特別会計はニコニコと差引しても 240 万円位繰越

ということなりました。 

◇会場監督          髙瀬 建夫 会場監督 

ひとりひと月担当で 1年間回させていただきました。今期

の例会で 1番良かったことは、ピアノ演奏の和んだ雰囲気

の中で例会が行われたというところです。また卓話も卓話

担当者が充実していて、とても勉強になりました。ロータ

リーバッジを忘れない、卓話の時の私語を慎む等の約束も

守られており良かったと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇第２グループガバナー補佐  小泉 正博 会員 

今期を振返り、まず私は良いガバナーの下で仕事が出来た

なという思いが強いです。全体的に胸を張って言えること

が、会員増強 5名ということです。新しくご入会いただい

た皆様有難うございました。 

 多くの会員の方が RCを奉仕団体だと勘違いして 

いるように思います。RC は会員ひとりひとりが奉仕の心

を学び体得することを目的とする団体です。慈善事業団体

ではないということです。皆様もこのことを念頭に置き職

業奉仕・社会奉仕・国際奉仕を考え把握し活動していくよ

うな方向になれば良いかなと思います。RC の本質を理解

し、一番大事な例会をどのようにするか、無駄なことはせ

ず時間配分を考えたプログラムにすることが大切だと思

います。 

 

ニコニコ報告  東出 隆弘 親睦委員 
 
市川 功一 会長   
会田 公雄 幹事  
早いもので、今日は今年度最後の 

クラブ協議会です。 

今年は成果の上がった委員会も少

なくないと思いますので、各委員長

さんよろしくお願いします。 
 
市川 功一 会員 
先週末の母の葬儀に際しては、会員

の皆様に２日間お手伝いいただき

ありがとうございました。 

 おかげ様で自宅から無事送り出すことが出来ました。 
 
親睦委員会一同より 

 今期最後のクラブ協議会です。各委員長様お疲れ様でし

た。一年間の思いをお話し下さい。 
 
「みんなニコニコ」  
山本  剛 会員・小泉 正博会員・若狭 滋則会員 
高瀬 建夫会員・工藤 和弘会員・鈴木 次男会員     
古越 孝男会員 

 

次回 ６月９日（木）早朝例会 の予定 

 入会卓話 今井 敬会員 

ニコニコボックス 本日 20,000 円 累計 724,500 円 

記念日ニコニコ 本日 ０円 累計 125,000 円 


