
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1363回 （本年度 1回） 

平成 28年 7月 7日（木）  
 

木槌の引き渡し 
 
市川直前会長より戸張会長へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

点  鐘  戸張 裕康 会 長 

 

 

 

 

 

 

 
 

点鐘をもちまして戸張・都倉 丸 が出航しました。 

会員の皆様、ご協力の程 宜しくお願い致します。 
 

司  会   江口 進   会場監督 
 

斉  唱 「君が代」「奉仕の理想」 
 

会員出席報告  神谷 直  親睦委員 

欠席者：坂本会員、徳安会員、高木会員、高瀬会員、 
 

お客様紹介 戸張 裕康 会 長    

◆ 宗澤 文良 様（川崎とどろきＲＣ 会長） 

◆ 市川 郁雄 様（    〃    幹事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
宗澤会長より新任のご挨拶を頂戴いたしました。 

 
◆ 丁（てい） 中斐（ちゅうひ）君（米山奨学生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

戸張会長より丁君へ奨学金の贈呈 
 

お  礼 

◆ 市川直前会長・会田直前幹事へ 

1 年間の感謝の気持ちを込めて記念品の贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２６名 ２１名 ５名 ８４．００％ 

前々回(6月 16日)欠席８名 Make up２名 ９２．３１％ 

 

 
 

 

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 第１・第３木曜日 PM12:30～ 第 2・第４木曜日 AM7:30～ TEL:044-711-8855 
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『人類に奉仕するロータリー』 Rotary Serving Humanity 

ＲＩ会長 ジョン・ジャーム 第２５９０地区ガバナー 高良 明 



◆ホテル精養軒へ日頃の功労を感謝し金一封の贈呈 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

今日の一言  江口 進 会員 
今年度から「今日の一言」というコーナーが例会プロ

グラムの一つに加わりました。これは毎回クラブ会員に

ご登場してもらうことになりますが、本日は最初という

事で私が務めさせていただきます。年度初めという事も

ありまして、私の本年度の目標あるいは抱負と言った方

が良いかもしれませんが、そのことについて少しお話さ

せて頂きます。私の事業も独立してから丸 5 年が経ちま

した。今までは、自宅兼事務所で業務を行ってきました

が非常に手狭になったため、お盆明けごろをめどに、住

まいを他に移そうと思っています。事業所らしい形態を

整えて事業の拡大を目指し、充実した内容で、お客様に

喜んでいただけるよう務めてまいりたいと思います。そ

して、ロータリー活動においても、ＳＡＡという重責を

よく理解し、充実した例会になるよう努めてまいる所存

です。どうぞ宜しくお願い致します。 
 

新任の挨拶 

◆戸張 裕康 会長 
今年度（2016-17 年度）会長をさせていただきます。 

これまで先輩方から受け継いだ「バトン」を受け取り 

次世代へ繋ぐ役割と考え、1 年間頑張りますのでよろしく

お願いいたします。 

今年度の川崎中原 RC の会長方針ですが、「親睦」と「感

謝」で行いたいと思います。 
 

《30 周年にあたり》 

なぜ「親睦」か？ 

※ 全ての奉仕部門の重要な要素は、“親睦“です。親睦

があればこそ、クラブ会員は高い出席率を維持し、力

を合わせ、他者への奉仕に最大限の成果を達成しよう

という意欲を持つものと確信いたします。（ロータリ

ー百科より）私自身がもっとも得意とする大好きな分

野です。色々な人たちがそれぞれ個性を出しクラブ

（チーム）として一致団結して”事“にあたる。クラ

ブ愛（チーム愛）は最初からあるものではなく、だん

だん出来てくるものだと思っております。また、私が

なぜか一番安心したのは、実はロータリーの創始者ポ

ールハリスがロータリークラブを作った理由が「一番

は何でも話せる、友達が欲しかった」という事でした。

シンプルな動機にとても安心しました。 

なぜ「感謝」か？ 

※ここでの“感謝“は現クラブ会員の皆様に向けたもの

です。「ありがとうございます」という言葉を真水に聞

かせそのまま凍らせると、その氷の結晶はとてもきれい

に出るそうです。クラシック音楽（モーツアルトなど）

でも同じことが起こるそうです。この言葉をクラブ会員

からいっぱい家族や友人にも伝わり平和な世の中が出

来ると信じ、30 年の歴史の中で、そこに携わって頂い

た人、物、事に「感謝」したいと思っております。今だ

からこそ出来る「ありがとう」をいっぱいにしていきた

いと思っています。 

 

○ RI会長の2016-17テーマ「人類に奉仕するロータリー」 

111年の歴史の中で、ロータリーは多くの人に多くの

意味を持ってきました。私達が集う一番の理由は、もっ

とも大切な目標、すなわち「奉仕」のためです。またロ

ータリーには世界を変える力、ネットワーク、知識の結

集があります。ロータリーに限界があるとしたら、それ

は私達が自分自身に設けている限界にすぎません。そし

て単にロータリアンの数を増やすことではなく、ロータ

リーに「より善き活動」をより多く実現させ、将来にロ

ータリーのリーダーとなれるロータリアンを増やすこ

とです。（ジャン・ジャーム会長テーマより要約） 

 

○ 2590地区の方針 「クラブの魅力創りと活性化」 

1. クラブ基盤の強化と活性化 

（1） 組織の見直し 

（2） 長期目標と戦略計画の策定 

（3） 会員基盤の強化 

（4） 例会やクラブ協議会などの諸会合の紀律律と充実 

（5） 研修の充実 

2. 奉仕活動の見直し・実践と活性化 

（1） 職業奉仕の実践と公共イメージの向上 

（2） 各奉仕活動の見直し 

（3） ロータリー米山記念奨学事業の取り組み 

3. 人道的奉仕の実践と活性化 

（1） ポリオ撲滅の再認識と人道的奉仕の実践 

（2） ロータリー財団 100周年を祝う 

4. 会長賞への挑戦 

 

以上の地区方針ですが、2590 地区(高良ガバナー)では

「不易流行」を盛んに伝えております（変えるものと変え

てはならないもの）。私の中では「不易流行」+「基本の徹

底」として気持ちを準備していけたらと思います。 

 

○ 30 周年の記念すべき年度ですので上記の方針を汲ん

で頂き下記を目標にしたいと思います 

 

1. 早朝例会を増やします（第 2・第 4の全 16 回ですがそ

の都度検討） 

2. 卓話バンクの活用と今年度行った福田市長のような

形の卓話の実施検討 

（新入会員獲得・友の会） 

3. 川崎北 RCなどへの例会参加（特別な卓話の場合） 

4. 8／2（火）親睦花火大会への参加 

5. １泊国内親睦旅行の実施（10／6（日）～か 10／20（日）

～） 

6. 「３０周年記念旅行」の実施検討 



（4／10・6／中（日付は検討）からのドイツ又は台湾

の海外視察を兼ねて） 

7. クラブの活動とは別に他クラブとの親睦（野球チー

ム・テニス・ゴルフなど）活動の実施 

8. 30 周年の成功 

（1）故 足立三治様（特別代表）への墓参り 

（2）近隣のイベントへ参加し「ロータリーデイ」実施検

討 

  A 中原区民祭での「バザー出店」実施検討 

B ロータリーの友への上記イベント報告投稿と「バナ

ー自慢」の投稿 

9. 会員数 35名の目標達成 

色々な思いがありますが、第一にはクラブ会員皆様の

健康を祈念致します。会員数を目標 35 名まで増やしてに

ぎやかで楽しく秩序のある例会（もともと中原には“ほ

のぼの例会“という風土）を目指し、皆さんのご協力の

もと一生懸命に私なりの「奉仕＝サーヴィス」に徹して

いきたいと思います。大きなことは言えませんが、「世の

ため、人のため」に少しで近づければと思います。 

よろしくお願いいたします。 
 
★広島商業高等学校野球部の石碑には「伝統とは脈々と

続く創造の心とその心構えである」と書かれています。

変えるものと変えてはならないものをきちんと理解し、

時代の変化に怖がらず「変わる」ということを大事にし

ていきます。 
 

◆都倉 八重子 幹事 
ロータリアンになって、８年目での幹事という大役で

すが、「入会したくなる、全会員による全会員のための魅

力あるクラブ」を目指して会長方針を理解し、会長の補

佐としてクラブ運営管理に努力し頑張って参ります。本

日は７日ですが、表敬訪問や地区の青少年交換の方や地

区の米山学友委員会の委員会などで、もう、メイキャッ

プは５回。来週も、地区米山奨学委員会や川崎西・鷺沼・

宮前クラブに表敬訪問に参りますので、半月で１１回。

今月だけでも１３回の出席になります。４年間、地区の

青少年交換委員を務め、年間、１２回以上、出席して参

りましたが、今年度の地区米山学友委員会も年間１０回

ぐらいはございますので、出席率は、１５０％以上にな

るのでしょうか？いろいろなクラブの例会に出席し名刺

交換をすると、それぞれのクラブに知り合いが出来て、

より良いロータリーライフになりますので、是非、皆様

もメイキャップをして下さいね。 

今年度は、１０月に区民祭でのバザー出展を通して地域

密着の活動を実施し、ロータリーの奉仕活動をアピール

（宣伝？）する事を検討し申し込みを致します。出店許

可が出ましたら、会員一丸となって頑張りましょう。 

熊本地震の街頭募金での活動が「タウンニュース」に

掲載されましたが、今度、来月号の「ロータリーの友誌」

にも掲載される事が決定いたしました。これは、全国の

ロータリアンへの発信になり、ロータリーが認めた活動

になります。今回のバザーでの収益金の使い道等は、今

後の検討課題でございますが、また、「ロータリーの友誌」

に掲載していただけるような充実した内容に致しましょ

う。 

また、１０月か１１月に、親睦を深めるために、１泊

移動例会も計画しています。それまでに、新入会員が増え

ると良いですね。 

皆様は、ホームページを見ていますか？ 

早々に、会長方針が更新されていて、活発に活動している

ロータリークラブだと、これを見た、ロータリーに興味を

持っている方は中原クラブへの入会を検討されるかもし

れませんね。現在は、ネットは重要なツールですので、そ

れを駆使することは会員増強にもなります。ネットに強い

今井さん、よろしくお願い致します。 

今年度は、新入会員の他クラブとの横のつながりを重視

します。また、６クラブでの野球同好会やゴルフ・テニス

などを実施して他クラブとの交流を通して楽しい、ロータ

リーライフになるよう尽力して参ります。 

「会員増強は増量。会長・幹事の体重は減量！ の目標を

達成すべく頑張ります。 

まだまだ新人でございますので、御教授よろしくお願い致

します。 
 

◆市川 功一 直前会長 
本年度の高良ガバナーの方針でもある「クラブ基盤の強

化と活性化」を実現させることが、本委員会の目的です。

そのためにはクラブの現状をまず把握し、長期的な戦略計

画を立てる必要があります。我がクラブの長所について昨

年度実施したアンケートでは、チームワークと風通しの良

さを挙げる会員が多数いました。昨年度 5 人が入会した当

クラブにとって、意見を言いやすい雰囲気ということはと

ても大切なことであり、これを当クラブの真の「強み」に

する必要があります。私は「クラブの活性化」とは「若い

人が活躍できる環境のクラブ」と言い換えてもいいと考え

ます。これを実現するためには何を目標にして、どうすべ

きなのか？クラブ運営のすべてを見直して、様々な角度か

ら検討して改善していく。これを繰り返していけば、内容

のある、生き生きとした楽しいクラブライフを実現させる

ことができるでしょう。 

１０年後も人口が増えると予想される中原区を本拠と

する当クラブが、１０年後も活気のあるクラブとして在り

続けること。それを実現させることが委員会の真の目的で

す。 
 

ニコニコ報告   神谷 直 親睦委員 

宗澤 文良 様 (川崎とどろきRC会長) 

市川 郁雄 様 (    〃   幹事) 

新年度のご挨拶にお伺いいたしました。一年間宜しく 

ご指導方お願いいたします。 
 

戸張 裕康 会長  都倉 八重子 幹事  
本日は 7 月 7日（七夕）です。「一年間若い（？）2人で

失敗を恐れず、皆様の力を借りて頑張っていきます」と

いうニコニコ短冊に願いを込めて・・・。 

川崎とどろきＲＣの宗澤会長、そして市川幹事、今日の

来訪有難うございました。 
 
市川 功一 直前会長 

昨年は、一年間大変お世話になりました。本日は戸張丸

の出航、誠におめでとうございます。一年間頑張ってく

ださい。 
 
宮崎 玲児 会員 
 戸張会長・都倉幹事、一年間宜しくお願い致します。 

7 月 2 日に、青少年交換学生の団結式・壮行会に出席し



てきました。旅立つ岩木さん他 7名の交換学生の出発前

のスピーチは素晴らしものでした。岩木さんのドイツへ

の出発は 7 月 29 日になります。 交換学生の皆さんが

色々な事を学んで元気に帰国することを祈っています。 
 

 
山田 一之 会員 
 近年にない若い会長の誕生。若いという事は素晴らしい。

肩ひじ張らず一年間頑張って下さい。始まったばかり、

これからだ！！ 
 
小林 正樹 会員 
 川崎とどろきＲＣの宗澤会長・市川幹事 丸、そして川崎

中原ＲＣの戸張会長・都倉幹事丸の出航、心よりお慶び

申し上げます。一年間一生懸命応援させて頂きます。  
親睦委員会一同 

こんにちは。暑いですね。今朝、蝉の声を聴きました。

十分な水分補給を心掛けましょう。 
 
ＳＳＡ一同 

 これから一年間会場監督として、例会の円滑な遂行に努め

たいと思います。皆様どうぞ宜しくお願い致します。 
 
「みんなニコニコ」  

戸張・都倉 丸 の出航を祝して！！！ 
山本  剛 会員・島田 叔昌 会員・若狭 滋則 会員 
小泉 正博 会員・鈴木 次男 会員・古越 孝男 会員 
河合  束 会員・会田 公雄 会員・田辺 清夫 会員 
原  秀元 会員・工藤 和弘 会員・東出 隆裕 会員 
 

 
 

会長報告  戸張 裕康 会長（７月１４日） 
◇理事会の報告（7 月 7 日開催） 

・委員会編成一部変更：承認 

・30 周年記念式典での講演について検討  

15 時～16 時式典 16 時～講演（予定） 

・7 月～9 月のプログラム承認 

・国内旅行の件 日程：10/23-24 OR 11/20-21  

場所：星野リゾート伊東案  

・社会を明るくする運動への協賛：承認 

・なかはら区民祭にて、バザーを行う：承認⇒申込  

担当･内容は再検討 

・2015-16 年度収支報告 

・6RC 合同野球チームの件 10 月 27 日移動例会を検討

************************************************ 

１．持ち回り理事会の報告（ 7 月 14 日 ） 
 

２．地区からの来信 

①ｸﾗﾌﾞ研修委員長会議開催のご案内が届いております。 

 日時：2016 年 8 月 4 日(木) 15：00-17：00 

 場所：メモワールプラザソシア２１ 

※若狭研修委員長、ご出席お願い致します。 
 

②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：2016 年 8 月 8 日(月) 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、ご出席をお願い致します。 
 

③ガバナー・地区戦略計画委員会との個別相談会のご案

内が届いております。 

7 月 19 日(火)開催の「クラブ戦略計画委員長会議」前

の 30 分間（14：30-15：00）にて対応 

ご相談がある場合は、14：30 にお越し下さいとの事

です。 
 

④「第 15 回ﾛｰﾀﾘｰ全国囲碁大会」開催のご案内が届いて

おります。 

 日時：2016 年 10 月 15 日(土) 10：00 開会   

会場：日本棋院会館本院 

※参加ご希望の方は、事務局までお知らせ下さい。 

  

３．活動計画書をお送り頂きました。 （回覧） 

川崎南 RC、川崎幸 RC、川崎中央 RC、川崎ﾏﾘｰﾝ RC、

川崎百合ヶ丘 RC 
 

４．他クラブ例会臨時変更 

●川崎中央 RC  

7 月 18 日(月･祝)・8 月 15 日(月)  休会 

 7 月 25 日(月) 納涼夜間移動例会  

川崎競馬場芝生エリアでＢＢＱ 点鐘 17：30 

●川崎鷺沼 RC  

7 月 20 日(水) 移動例会 箱根湯本「吉池旅館」 

ｸﾗﾌﾞ協議会 16：30～ 点鐘 18：30 

●川崎西 RC 8 月 12 日(金) 休会 

●川崎南 RC   

8 月 16 日(火) 休会 

 8 月 30 日(火)  夜間例会 点鐘 18：30 

中華街 萬珍楼 

 9 月 20 日(火)  休会 

   

５．他クラブ会報の回覧  川崎南 RC 
 
 

プログラムの予定 
 
◆  7 月 21 日（木） クラブ協議会 ② 

ホテル精養軒・・・12：30 点鍾 
 

◆ 7 月 28 日（木）早朝例会：会員卓話 
  ホテル精養軒・・・7：30 点鍾 

ニコニコボックス 本日 26,000 円 累計 26,000 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 0 円 


