
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1364回 （本年度 第 2回） 

平成 28年 7月 14日（木）  
 

点  鐘  戸張 裕康 会 長 
 

司  会  江口 進   会場監督 
 

斉  唱 「我等の生業」「四つのテスト」 
 

会員出席報告  神谷 直 親睦委員   

欠席者：市川会員、小林会員、高木会員、坂本会員、若狭会員 
 

お客様紹介 戸張 裕康 会 長    

◆ 国際ロータリー第 2590 地区 
第 2 グループガバナー補佐 
石塚 勝 様（川崎鷺沼 RC） 

 

◆ 松波 登  様（川崎北 RC 会長） 
◆ 大塚 正一 様（  〃  幹事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆ 二村 政毅 様（福岡城東 RC） 
 

  

出席表彰 2015～16年度の皆出席の表彰 
 

   市川 功一 会員 

   会田 公雄 会員 

   戸張 裕康 会員 

   都倉 八重子会員 

    河合  束 会員 

小林 正樹 会員 

     高瀬 建夫 会員 

     宮崎 玲児 会員 

     山本  剛  会員 

若狭 滋則 会員 

小泉 正博 会員 

皆出席の皆様おめでとうございます！！！ 
 

新任の挨拶 

◆ 山本 剛 副会長（クラブ奉仕委員長） 

      創立 30 周年実行委員会委員長 
 今年度は会長がと
ても元気なので副会
長の仕事はあまり回
ってこないように思
います。もう一つのク
ラブ奉仕委員長とし
ての仕事は、クラブに
サービスをするとい
う事でありますから

各委員会の委員長と協力してクラブを盛り上げてい
こうと思います。そして、会員増強にも、高い目標
ではありますけれど、それに向かって頑張っていき
たいと思います。また、来年の 5 月 20 日の 30 周年
記念式典に向けてこれから徐々に進めていきますが、
会員皆さまのご協力を宜しくお願い致します。 
 
◆ 高瀬 建夫 出席・親睦委員会委員長 

 良いロータリー活
動ができるよう会員
同士の親睦を深め、そ
して来訪ロータリア
ンに対してはしっか
りとしたご挨拶で出
迎え、例会を深く味わ
っていただけるよう

努めていきたいと思っています。また、今年迎える
30 周年事業が心に残るよう努力してまいりたいと思
いますので皆様のご協力をお願い申し上げます。 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

 26 名  19名  7名 79．17％ 

前々回(6月 23日)欠席 6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 



◆ 小泉 正博 クラブ会報委員会委員長 
会報作りに関して
は例年と同じよう
にやっていこうと
思っています。そ
れとは別に委員会
の中に ITに詳しい
人達がいますので
クラブの IT化を検

討してみたいと思っています。 
 
◆ 鈴木 次男 プログラム委員会委員長 

本年度より早朝例
会が原則として月
に 2 回開催させま
すので、近時に入
会された方たちの、
会員の皆様の事を
よく知りたいとい
うご要望に応えて、

会員による卓話を多くしたいと思っています。
また、これには地区の卓話バンクの利用よりも、
クラブ会員による卓話を重視するという事も
含まれています。外部卓話については、皆さん
が是非聞いてみたいということを探し出し、お
呼びできたらと思っています。 
 

◆ 河合 束 職業奉仕委員長 
ロータリーで一番
難しい委員会を引
き受けてしまった
かなーと思ってい
ます。詳しくは期
首計画書に記載し
ましたが、他の職
業奉仕委員の皆さ
んと一緒に考え、

共に活動していきます。 
 

◆ 徳安 久是 国際奉仕委員長 
今できる国際奉仕
への貢献と言えば、
やはり国際交流な
のかなーと思いま
す。実質どのよう
な活動ができるか
と考えてはいます
が一つは当クラブ

がお世話してドイツに派遣された岩木さんへ
の支援が具体的ではないかと思います。もし記
念事業で当クラブがドイツに訪問することに
なればなおいいのかなーと思っています。また、
地区での国際奉仕活動の一つとして、先週国際
交流センターで行われましたが、そのような活
動などにも参加していきたいと思っています。
そして、米山・R 財団への協力も積極的に行っ
ていこうと思います。 
 

◆ 宮崎 玲児 青少年奉仕委員長 
昨年に引き続いて青少年奉仕を担当します。今
年度も中原中学校での職業講話を予定してお
ります。この委員会には四つの柱がありますが 

そのうちの一つであ
るライラの地区委員
も務めることになり
ましたので、そちら
の方にも力を入れた
いと思います。また、
当クラブがドイツに
送り出した、岩木さ

んのカウンセラーをすることになっていますので、
こちらの支援も頑張ってやっていきたいと思いま
す。 

  

ニコニコ報告   神谷 直 親睦委員 
 
石塚 勝 様 (第2グループガバナー補佐) 

本日は年度初めのご挨拶に伺いました。本年一年、少し

でもお役にたてますよう汗を流したいと思っています。

どうかよろしくご指導、ご協力の程お願い申し上げます。 
 

松波  登  様（川崎北RC 会長） 

大塚 正一 様（  〃   幹事) 

本日はよろしくお願いします。これから一年お世話にな

ります。 
 

戸張 裕康 会長  都倉 八重子 幹事  
本日は石塚ガバナー補佐、川崎北 RCの松波会長、大塚幹

事、いつも有難うございます。会員の皆様には来週のク

ラブ協議会にて色々なご意見を伺いたいと思います。ま

た、甲子園の地方予選が始まりました。暑い、熱い夏が

やってきました！！！ 

（川崎西 RC へ表敬訪問に行ってきました） 

【川邊地区幹事・棚部西 RC 幹事・高良ガバナー・ 

鈴木西 RC会長と記念写真】 
  
親睦委員会一同 

そろそろ学校では夏休みに入るようです。自分たちの子

供の頃の夏休みは、のんびりとしていた記憶があります

が、今の子供たちはどんなでしょうか。のびのびと楽し

んでほしいですね。 
 
 

ＳＳＡ一同 

昨日、等々力スタジアムに川崎フロンターレの応援に行っ

てまいりました。結果は後半のロスタイムで逆転勝利しま

した。本日で 4 連勝、11 戦負けなしです。我々の事業も

連戦連勝で行きたいですね。 
 
 
 



「みんなニコニコ」  
徳安 久是 会員・工藤 和弘 会員・島田 叔昌 会員 
鈴木 次男 会員・小泉 正博 会員・古越 孝雄 会員 
高瀬 建夫 会員・山本  剛 会員・原  秀元 会員 

 
 

会長報告  戸張 裕康 会長（ 7 月 21 日） 
 
１．理事会の報告（ 7月 14日 ） 

  仁上喜久夫会員、6月末日付にて退会承認 
 
２．地区からの来信 
  

３．活動計画書をお送り頂きました。 （ 回覧 ） 
川崎大師 RC、新川崎 RC、川崎中 RC、 
川崎とどろき RC、川崎高津 RC、 
 

４．他クラブ例会臨時変更 

●川崎高津 RC   

7 月 28 日⇒31 日(日) 移動例会 高津区民祭 

 8 月 11 日(木･祝)   休会  
 
●川崎ﾏﾘｰﾝ RC  

8 月 4 日(木) 早朝例会 ｻﾝﾋﾟｱﾝかわさき 

 点鐘 8：30 

 8 月 11 日(木･祝) 休会 
 
●川崎西北 RC  

8 月 11 日(木･祝) 休会 

8 月 26 日(金) 八王子うかい鳥山 
 

●横浜本牧 RC  

8 月 25 日(木) 休会 

 8 月 27 日(土) 移動例会 米山梅吉記念館訪問  

 

５．会報をお送り頂きました。 （ 回覧 ）   
川崎大師 RC、新川崎 RC、川崎中 RC、 
川崎とどろき RC 
 

６．次週 7月 28日(木)は、定例早朝例会です。 
  ホテル精養軒にて、点鐘 7：30 です。 

お間違えの無いようご出席下さい。 

 
 
【プログラムの予定】  
◆ 7 月 28 日（木）早朝例会：会員卓話  

仁上喜久夫会員「30 年を振り返って」    
精養軒・・・7：30 点鍾 
 

◆ 8 月 4 日（木）クラブフォーム:クラブ奉仕 

         （山本 剛 副会長担当） 

   精養軒・・・12：30 点鍾 

 

◆ 8 月 11 日（木）休会（祝日により） 

 

           
過ぎし時に敬意を表して：ポール・ハリス語録 
 

これは３１項目に

わたり、１4７頁から

なる 115×190mm サイ

ズの本で、6ヶ国語で

出版されていますが、

ロータリーの創始者

ポール・ハリスのスピ

ーチや著書から選ば

れた感動的な言葉が

集められています。ル

イス・ビセンテ・ジア

イ 1996～97年度 RI会

長がその序文に書か

れておりますように、

ポール・ハリスが、人生やロータリーについて語っ

た、その声が各ページに響きわたっており、その英

知と優しさが各ページから伝わってきます。 この

語録を編集するために、編集者一同、ロータリアン

誌やその前身であるナショナル・ロータリアンの中

の記事、個人的な書簡や書類、いろいろなクラブや

国際大会で行った数々のスピーチやメッセージの原

稿など、各種資料が読み直され、これらの中から 223

の言葉が選ばれて収載されています。 今年度は、

この中から選んで掲載したいと思います。 
 
【ポール・ハリス語録 1 】 
「たとえ、よりよいことのためでも退けることができな

い、といったような聖域がロータリーに一つもないのは

幸いです。現代は、移り変わる世界の実験的時代です。

価値があり進歩するものはすべて試行錯誤の積み重ね

なのです」 

（旅行記、第 3 巻） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス 本日 23,000 円 累計 49,000 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 0 円 



 

2016-17 年度 

理事・役員・委員会編成表 
 

※ 役員 会 長 戸張 裕康    

※ 役員 副会長(ｸﾗﾌﾞ奉仕) 山本  剛    

※ 理事 職業奉仕 河合  束    

※ 理事 社会奉仕 小林 正樹    

※ 理事 国際奉仕 徳安 久是    

※ 理事 青少年奉仕 宮崎 玲児    

※ 役員 直前会長 市川 功一    

※ 役員 会長エレクト 髙瀬 建夫    

※ 役員 幹 事 都倉八重子    

  副幹事 宮崎 玲児    

 役員 会 計 工藤 和弘    

 役員 会場監督 江口  進 工藤 和弘 古越 孝男  

  会計監査 島田 叔昌    
 

※ 理事会メンバー9名  

会場監督 1名を理事会出席者とするが、表決権はもたない。 

 

 委員長 副委員長 委  員 

クラブ奉仕委員会 
山本 剛 

クラブ奉仕担当委員会の委員長（高瀬･小泉･鈴木･若狭･市川）によって

構成 ◇副会長 担当委員会  ◆会長エレクト 担当委員会 

◇出席・親睦委員会 髙瀬 建夫 山本  剛 
髙木謙太郎 神谷 直 今井 敬 東出 隆裕 

坂本 耕一    

◇クラブ会報委員会 小泉 正博 神谷  直 古越 孝男  今井 敬   

◇プログラム委員会  鈴木 次男 市川 功一 山本  剛    

◆会員増強･職業分類･ 
会員選考委員会 

若狭 滋則 髙木謙太郎 大塲 秀幸   
 

◆研修･雑誌･広報委員会 
若狭 滋則 
 (任期 1年) 

河合  束 
（任期 2年） 

小林 正樹 
(任期 3年) 

  
 

◆クラブ活性化委員会 市川 功一 小林 正樹 小泉 正博    

職業奉仕委員会 河合  束 会田 公雄 工藤 和弘    

社会奉仕委員会 小林 正樹 東出 隆裕 坂本 耕一    

国際奉仕委員会  徳安 久是 今井  敬 
田辺 清夫 
（財団）    

原  秀元 
（米山）   

 
 

青少年奉仕委員会  宮崎 玲児 山田 一之 古越 孝男     

 

☆ 創立 30周年実行委員会 

委員長：山本 剛  副実行委員長：河合 束、若狭滋則、小泉正博、市川功一 
 

☆ 米山カウンセラー    鈴木次男  

☆ 青少年交換カウンセラー：宮崎玲児     派遣生：岩木みすず（ドイツ） 

 


