
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1365回 （本年度 3回） 

平成 28年 7月 21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」 

「それでこそロータリー」 
 

会員出席報告  神谷 直 親睦委員   

欠席者：古越会員、今井会員、高木会員、坂本会員、河合会員 

    徳安会員 
 

お客様紹介 戸張 裕康 会 長  
  

◆ 冨岡 昭一 様（川崎中 RC 会長） 
渡邉 新治 様（  〃   幹事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

ニコニコ報告   神谷 直  親睦委員 
 
◆冨岡 昭一 様（(川崎中RC会長) 

 渡邉 新治 様（  〃  幹事） 

本日は戸張裕康会長・都倉八重子幹事の新年度を
祝して表敬訪問に伺いました。一年間よろしくお
願い致します。 
 

◆戸川 俊雄 様（川崎北 RC） 
かわさき鈴虫祭りのご案内です。 
本年は、8月 28日（日）午後 2時～4時 まんが 
寺にて開催いたします。皆様のお越しをお待ちして
おります。また、賛助金につきましても、ご協力を
頂ければ幸いです。何卒宜しくお願い申し上げます。 

 
◆戸張 裕康 会長  都倉 八重子 幹事  

川崎中 RCの冨岡会長、渡邉幹事、本日はお越しいただき

ありがとうございます。また、戸川様にはいつもお世話

になっております。本日から学校は夏休みです。盆踊り

や、花火大会といろいろ行事がありますが、暴飲、暴食

に気をつけて頑張っていこうと思っています。本日のク

ラブ協議会、会員の皆様のご意見を頂戴し、じっくりや

っていきますので宜しくお願いします。 
 

◆社会奉仕委員会（小林委員長、東出副委員長） 
 今年一年間、社会奉仕委員会は一生懸命頑張っていきま

す。皆様からのご指導宜しくお願い致します。 
 
◆親睦委員会一同 

もう 7 月終盤となってきました。月日の流れの速さに驚

きつつ、一日一日を大切にしたいと思います。 
 
◆ＳＳＡ一同 

  本日はクラブ協議会です。クラブ発展のため、皆様の活発な

意見、議論をお願いします。 
 
「みんなニコニコ」  
若狭 滋則 会員・工藤 和弘 会員・会田 公雄 会員 
市川 功一 会員・小泉 正博 会員・山本  剛 会員 
高瀬 建夫 会員 

 

【クラブ協議会②：活動計画の発表】 
 
1. クラブ奉仕委員会（山本副会長担当） 

山本副会長より：「クラブライフをサービスする」
をモットーに、関係する各委員会とち密に連携し
て仁上初代会長が提唱された「ほのぼの例会」に
こだわって行きたいと思います。また、去年の会
員増強の勢いに乗って、今年度も高い目標ではあ
りますが頑張ってみたいと思います。 
 

  ◆出席・親睦委員会 

  神谷委員より：会員相互の親睦を念頭に置いた行
事は、横浜の花火大会鑑賞クルージング、夜間移
動例会、国内一泊旅行、年末家族会、観桜会、そ
して今年度最大のイベントになる創立 30周年記
念式典などを予定しています。多くの皆様が参加
しやすくなるよう努力をしてまいります。出席に
ついても、会員の皆様が出席したくなるような、
また、来訪ロータリアンに居心地のいい例会だと
言われるような環境・雰囲気作りに配慮していこ
うと思っています。 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２６名 １６名  １０名 ７２．７３％ 

前々回(7月 7日)欠席 5名 Make up 2名 ９２．００％ 

ニコニコボックス 本日 18,000 円 累計 67,000 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 0 円 

 

 
 

 

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 
 

 

 

KAWASAKI NAKAHARA R.C. WEEKLY／2016～2017 
 

会長・戸張 裕康  幹事・都倉八重子  会場監督・江口 進  会報委員長・小泉 正博   

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 
TEL.044-722-7282 FAX.044-722-0066 E-mail:info@nakahara-rc.com 

 

『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 



 ◆クラブ会報委員会 

小泉委員長より：会報の外見、内容の構成につい
ては例年と同じように進めてまいりますが、ご指
摘があり、理にかなったものであればその都度変
更していこうと思っています。以前には IT委員
会もこの委員会が兼務しておりましたが、最近は
IT委員会なるものの話がありませんが、ITに詳
しい会員もいらっしゃるので,HPの更新や、例会
のビジュアル化、そしてネットを利用した例会へ
の参加などを具体的に検討したいと思ています。
今年度から会報に「ポール・ハリス語録」を継続
して掲載します。その詳細については、第 1364
回の会報に掲載してありますのでそちらをご覧
ください。何れにしましても毎週の会報には目を
通して下さい。 
 

 ◆プログラム委員会 

  山本プログラム委員より：鈴木委員長は、新しい
会員が増えたことによって、新旧の親睦を図るた
めにも、旧会員の事を知ってもらおうとの配慮か
ら新会員以外の会員卓話を希望しています。各ロ
ータリー月間では、担当委員会主催による卓話、
そして、戸張会長方針である「親睦と感謝」を念
頭にしたプログラムを検討し、実行していけるよ
う努力していくとの事です。 

 
 （戸張会長コメント） 
  ＊親睦活動への予算を通常より多く計上していま

すので上手に使って下さい。 
 
  ＊PCに詳しい今井会員を中心に、増強などに非常

に活用されている HPの更新を皆さんで学んで
ほしい。 

 
  ＊プログラムについては、ぜひ会員卓話の実行と、

中原中学校での職業講話をクラブ内でもやっ
てほしいです。 

 

2. 会長エレクト担当（高瀬会長エレクト） 

◆会員増強・職業分類・会員選考委員会 

  若狭委員長より： 昨年は 5名の新たな会員を迎
えることが出来ましたが、残念ながら 2名の退会
という事で、純増 3名となり、計 26名で戸張年
度はスタートしました。今年度は 30周年という
事もあり、是非とも 4名以上の増強を目指して活
動してまいります。情報集会で増強のための候補
者をきめ細かく検討し、全会員の協力をお願いし
ます。 

 
 ◆研修・雑誌・広報委員会 

  若狭委員長より：去年の研修委員会のように活発
にできるよう委員の皆さんと相談しながら活動
していきます。雑誌については「ロータリーの友」
の有効活用を検討し、ロータリーをより良く理解
して頂けるよう努めてまいります。広報について
は、奉仕活動の推進、促進をこまめに伝えていき
ます。 

 
 ◆クラブ活性化委員会 

  市川委員長より：従来の長期・戦略委員会の呼称
を「クラブ活性化委員会」と変え、クラブに馴染

むようにしました。先日の地区の委員会で市川地
区委員長が次のような発言をしました。 

 
1） 世の中が変わっていくのにロータリーは変わ

らなくてよいのか 

2） ロータリーは理論ではなく実践である 

3） どんな組織でも目標がなければ達成はない 
 

この様な事を参考にして、クラブのビジョンを明
確化し、クラブの目標を、当クラブの強みを生か
し、会員の意見を聞きながら、一年をかけて作り
上げていこうと思っています。それと同時に、IT
によるクラブの活性化にも力を注いでいきたい
と思います。 
 

 （戸張会長コメント） 
   ＊増強に関しては 35名と高い目標を掲げましたが、 
   賛助会員や、その他当クラブの強みを利用して

頑張っていきましょう。また、増強ノートの活
用もぜひ検討して下さい。 

 
  ＊広報については、「ロータリーの友」の活用を検

討したい。中原区民祭への参加もその一つで、
是非皆様の協力をお願いします。 

 
  ＊活性化については、先の規定審議会の内容を検

討し、クラブに生かしていけたら思っています。 
 
  ＊ネットなどの利用によるクラブの IT化はぜひ検

討したい 
 

3. 奉仕部門（戸張会長担当） 

  ◆職業奉仕委員会 

   会田副委員長より：昨今の企業の不祥事に鑑み、 

会員の企業に対するコンプライアンスを「ロ
ータリーの行動規範」に照らし合わせて、今
一度認識し、考え、理解してもらい、それを
促すような活動を行っていこうと思っていま
す。 
 

  ◆社会奉仕委員会 

小林委員長より：ロータリーにおける社会奉
仕活動の理念に基づき,会員の皆様と学びな
がら、興味を持ってもらえるような活動しよ
うと思っています。最初の時と変わらずに必
要とされている「防犯ネット」の寄贈、東日
本、熊本などの災害地に対する支援の継続を
行いながら、募金活動をも含め、ロータリー
デイを考慮しながら、広報にも努めてまいり
ます。 
 

◆国際奉仕委員会 

  原秀元委員（米山担当）より：精一杯頑張り
ますのでご協力をお願い致します。 

 
◆青少年奉仕委員会 

  宮崎玲児委員長より：中原中学校での職業講
話は引き続き行います。そして、職業講話や
他の青少年奉仕活動を HPに掲載しようと思い
ます。また、交換学生としてドイツに行く岩
木さんの支援にも努めてまいります。 

 
 



◆会計計画 

工藤和弘会計委員より：会員増強による入会金の 

収入を 15万円見込み、2度の早朝例会により経 

費の削減ができた分、戸張会長の思いを受けて、 

親睦とプログラムの予算を多めに計上しました。 

また、昨年度に、特別会計として、30周年事業 

のために 250万円を一般会計と特別会計から繰 

り入れています。 
 

◆会場監督 

江口会場監督より：入会後まだ間もないために分
からない事が多々ありますが、先輩会員の皆さん
にお聞きしながら、例会を円滑に、滞りなく遂行
できるよう努力してまいります。 

 

◆クラブ協議会出席の山田会員より 

  例会場を見まわし、きちんとした、たたずまいで
あるかどうかという事にも気配りが必要なので
はないか。国旗、ロータリー旗、そして、バナー
の配列にも配慮が必要なのではないかと思いま
す。 
 

（戸張会長コメント） 
＊職業奉仕は難しいというイメージはありますが、
事業のコンプライアンスについては、身近なとこ
ろから少しずつでもいいからやっていきましょ
う。 

 
＊社会奉仕については、ぜひ「ロータリーデイ」を
と思い、中原区民祭に参加申し込みをしました。
バザーみたいなものを考え、その収益を災害被災
地に寄付出来たら思っています。 

 
＊他のクラブを訪問して気づいたことですが、寄付
金の集め方も様々で、当クラブも工夫があっても
いいのかなと思います。 

 
＊会場監督にお願いしたいことは食事の時間を出
来るだけ取ってほしいことと、卓話の時間をきち
んと確保して頂きたいことです。 

 
＊今日はプログラムがボードに明示されていませ
んでしたが、次週からはきちっとします。 

 
 
 

会長報告  戸張 裕康 会長（ 7 月 28 日） 
１．ＲＩ日本事務局より、例会の取消に関する情報が

届きました。 

資料をポスティング致しましたのでご覧ください。

また、メール環境のある方には転送しましたので

ご確認下さい 
 

２．会長・幹事会の報告 
 

３．地区からの来信 

 ①職業奉仕委員長会議開催の案内が届いております。 

日時：2016 年 8 月 23 日(火) 15：00-17：00 

場所：メモワールプラザソシア 21   

内容：高良ガバナーによる卓話「職業奉仕のあり

方」 グループ討議 

 

 

②R 米山奨学生・学友夏季レクリエーションのご案内 

 が届いております。 

日時：2016 年 8 月 28 日(日) 7：10 集合 

行程：横浜駅西口 ﾎﾃﾙｷｬﾒﾛｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ～ 勝沼～  

昇仙峡 ～ 山梨ﾜｲﾅﾘｰ ～ 横浜帰着 

参加費：米山奨学生･米山学友(学生)及びその家 

族:無料 ロータリアン:10,000円/人 

 

 ③2016 年 8 月のレート 1 ﾄﾞﾙ＝102 円 

 （ 7 月から変更なし） 

 

４．横浜東ＲＡＣより、例会のご案内 

  8 月 7 日(日) 15：00-19：45  登録料：無料 

鶴見駅前ホール加瀬会議室にて盆踊り講座後、特別

養護老人ホームやまゆりホームへ移動、盆踊り参加 

※登録ご希望の方は、事務局までお知らせ下さい。 

  

５．川崎 RC より、活動計画書をお送り頂きました。 

（ 回覧 ） 

 

６．他クラブ例会臨時変更 

●川崎百合丘 RC  

8 月 2 日(火) 納涼会 ホテルモリノビアホール 

 点鐘 17：00 

 8 月 16 日(火) 休会 
 
●川崎大師 RC   

8 月 10 日(水) 暑気払い移動例会「焼肉ニュー桜苑」 

 8 月 17 日(水) 休会 
 
●川崎中 RC  

8 月 16 日(火) 休会 

 8 月 23 日(火) 夜間移動例会 東京湾サンセット 

クルーズ 乗船 16：00 
 

●横浜あざみ RC  

8 月 17 日(水) 休会    

 

７．次週 8 月 4 日(木)  例会前 11 時より  定例理事会

を開催致します。 

理事･役員各位のご出席をお願い致します。   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

【過ぎし時に敬意を表して：ポール・ハリス語録 2 】 

 

ロータリーは友情の扉です。みんなのために扉を開け

放ちましょう。 

（ロータリアン誌、1922年7月号） 

 
 

【ロータリー・ミニミニ情報 No1】 

公衆便所設置運動 

 

 シカゴ・クラブが公衆便所を設置し、これがロータ

リーの最初の奉仕活動となったことはあまりにも有

名な話です。 1907 年、シカゴ・クラブ会長に就任

したポール・ハリスは、たまたま出席した商工会の

集まりで、ループ地区(シカゴ中心部)の通行人が公

衆便所がないために不便な思いをしているという話

を聞きこみ、これを奉仕活動を实践する絶好の機会

だと捉えました。 シカゴ・クラブは、早速、グレー

ト・ノーザン・ホテルに 25の市民団体の代表を集め、

連合公衆便所建設委員会を設立して、行政に働きか

けますが、既に施設内にトイレを持っていることを

強く主張する、シカゴ醸造組合と百貨店組合の激し

い妨害を受けます。 当時のループ地区で顧実用にト

イレを供用していたのは、百貨店かバー位しかなく、

トイレを借りる必要に迫られた通行人は、女性は化

粧品を買うことを口实に百貨店に入り、男性はビー

ルを飲みにバーの扉をくぐったついでに、トイレを

借りなければなりませんでした。もし、無料のトイ

レができれば、これらの店の収入に影響を与えるこ

とは、誰の目にも明らかでした。交渉は長引き、土

地を掘り起こすまでに 2 年の歳月が掛かってしまい

ましたが、最終的には、建設用地と 20,000ドルの補

助金を市当局から受け取ることに成功して、1909年

に市役所と公立図書館の横に二つの公衆便所が出来

あがったのです。 ロータリーが最初に行った社会奉

仕活動は、単に金銭を拠出した団体奉仕活動ではな

かったことに注目しなければなりません。 

  

（参考文献：ロータリーの源流「炉辺談話」より） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【プログラムの予定】 
 

8 月 4 日（木） Ｈ精養軒 12：30～13：30 

 クラブフォーラム：クラブ奉仕 

山本 剛副会長担当 

 

8 月 11 日（木） 休会（祝日） 

  

8 月 18 日（木） Ｈ精養軒 12：30～13：30 

 会員増強月間卓話 

若狭滋則会員増強委員長 

 

8 月 25 日（木） Ｈ精養軒  早朝 7：30 ～ 8：30 

 入会卓話：東出隆裕会員 

 

 

 

【 第 2 グループ 第１回新会員交流会のご案内 】 
 

■開催日時 ：８月２４日（水） １８時～ 

■場 所   ：メゾン・ド・バッハ 701  

（東急田園都市線 宮崎台駅下車 徒歩 2 分） 

        川崎市宮前区宮崎 2-9-3  

※近隣にコインパーク有り（別紙地図ご参照ください） 

■プログラム：立食パーティー形式による懇親会 

（屋上でのビアガーデン風、カラオケルームあり） 

青少年交換プログラムについてのセミナー（地区委員

長をはじめ ROTEX の体験談・ホストファミリー経験

者のお話と交流を通して、理解を深める機会にしたい

と思います。 

会費：3,000 円（ロータリアン） 

※立食の為、席に限りは無く大勢でのご参加も可能で

す。 


