
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1367回 （本年度 5回） 

平成 28年 8月 4日（木）  
 

 点   鍾   戸張 裕康  会 長 
 

 司   会   古越 孝男  会場監督 
 

 斉  唱  「君が代」「奉仕の理想」 
 

 会員出席報告  東出 隆裕  親睦委員   

欠席者：今井会員、河合会員、工藤会員、坂本会員、髙木会員 
 
 

 お客様紹介  戸張 裕康 会 長  
 

◆王
おう

 妙 涓
みょうけん

様 （第 3520 地区 台北
たいぺい

楽群
ら び ん

ＲＣ） 

1 年振りです。今
年度ラビンＲＣ
の会長を務める
ことになりまし
た。30 周年のお祝
いにはクラブの
有志と駆けつけ
たいと思います。 
 

◆二村 政毅 様（福岡城東ＲＣ） 
◆長門 隆彦 様（川崎中ＲＣ） 
◆丁   中斐 君（米山奨学生）  

 会員お祝い   おめでとうございます ♪ 
 

工藤 和彦 会員 
 （Ｓ.37.8.11 生）  
江口 進 会員 
(S.39.8.20 生)  
高木 謙太郎 会員 
(S.57.8.20 生) 

江口会員のみ出席の
ため 会長・幹事と記
念撮影  

 奨学金の贈呈と今日の一言  
 

◆丁
てい

 中 斐
ちゅうひ

 君（米山奨学生）  
今回から毎月 3 分間位ですが皆様の前でお話をす 

 
ることになりました。
まず初めに、一昨日
の夜の横浜花火大会
にお誘い頂き、今年
の夏の大変良い思い
出になり、大変感謝
いたします。次に近
況報告になりますが、 

9 月にバリ島で行われる学会で発表の機会を得ました。
また、順調にいけば、来年就職なので、車の教習所に
も通っています。暑い夏ですが、頑張っていきます。
宜しくお願い致します。 

 

 クラブフォーラム：クラブ奉仕について  
 
◆山本 剛 クラブ奉仕委員長  

クラブ奉仕というのは、クラブへの、そして会員に
対する奉仕という事で、
これがしっかりしてい
ると良いクラブになる
はずであります。戸張年
度になりまして「クラブ
活性化委員会」という委
員会を作り、最初の委員
長を市川会員になって

頂きました。今日は新しい委員会をどう捉え、どう進
めていくかを含め、当クラブの活性化についてフォー
ラムを行いたいと思います。 

 
 

◆市川クラブ活性化委員長 
  今年度からクラブ活性化委員会が発足し、直前会

長の私が委員長になりました。昨年の地区戦略計画
委員会の露木委員長に
は今年 3 月に「戦略計
画って何ですか？」と
いう卓話をしていただ
き、また４月の地区研
修・協議会では 2750地
区の舟木いさ子パスト

ガバナーが「クラブ活性化について」という題で講
演されました。  
今日はこの 2人のお話の内容をもう一度復習しながら 
当クラブの強み、弱みはどこにあって、クラブ活性化
のため何を目指したらよいのか、最近 3年以内に入会
した宮崎会員、徳安会員、江口会員に感じていること
をお聞きしながらクラブ活性化のための中期計画を
策定していければと思っています。 
 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２６名 １９名 ７名 ７９.１７％ 

前々回(7月 21日)欠席 10 名 Make up 2名 ７８.２６％ 

 

 
 

 

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 
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【入会して在籍 3 年未満の会員の意見】 

◆宮崎 玲児 会員 
 1 番目の入会前と後でのイメージについては、変わり
ました。というのは、ロータリークラブは自分が入れる

ようなところではなく、
敷居が高いものだと思っ
ていましたが、そのよう
な硬いイメージはなくな
りました。 2 番目の当ク
ラブの良い所は、自分の
ような新しい人の意見を
きちんと聞いてくれる環

境にあるように思います。 3 番目のクラブ改善につい
ては、しいて言うならば人数が少ないため委員会の兼務
が多いように感じます。 4 つ目の奉仕についてですが、
現在やっている中原中学校での職業講話のような、地域
の子供たち対し、働く事の大切さを分かってもらえるよ
うな活動が出来たらと思っています。 
 
 ◆徳安 久是 会員 
以前にもう合併されてしまったＲＣですけれども、そ

こに所属していたことがありますが、その時から見れば
このクラブの会員数の方
が多く、何かにつけロー
タリーに対するイメージ
が良い方に変わったよう
に感じています。ロータ
リークラブは敷居が高い
というイメージが多少は
あると思いますが、若い

人達が入会しやすいような雰囲気作りをするのも良い
と思います。そして、そういう若い経営者たちを地域の
リーダーに育て上げていけるような活動がロータリー
で出来たらなお良いのではないかと思います。改善した
方が良いと思うところは、前例に縛られずに、殻を破っ
ていく活動を展開することも、失敗だったり、非難を
浴びることがあるかもしれませんが必要ではないかと



いう事です。今年度自分が担当する国際奉仕活動につい
てですが、ロータリーがお世話している留学生等を中心
に、日本のカルチャーを（例えば、都倉会員を先生に「生
け花」の講習とか）広めていく、あるいは体験して理解
を深めてもらえるような活動を考えています。 

◆江口 進 会員 
 丁度入会して 1 年になり
ます。イメージとしてはま
だ開業以来 5 年を経過した
ばかりで、雲の上の存在と
思っていました。業界の会
合に出席しても前の方の席
に座っている人達（会の主

催者達）がＲバッジを着けていたように思いますが、そ
ういう人の集まりだと思っていました。実際に入会して
見ますと、ずいぶん自分を成長させてもらっているよう
に思います。そしてクラブは、先日の仁上さんの卓話に
ありました「ほのぼの例会」を心掛けていることがうか
がえます。とても和気あいあいとしているように思いま
す。自分としては、もう少し腰を落ち着けて 1 つの委員
会活動をしてみたいと思うのですが、会員数に限りがあ
るので現状は無理としてもそうなれば良いと思います。
これからのやってみたい奉仕活動については、まだ 1 年
を過ぎたばかりなので、与えられた仕事をきちんとこな
しながらじっくりと見つけていきたいと思います。    

 ニコニコ報告    東出 隆裕 親睦委員  
 
◆長門 隆彦 様 (川崎中RC) 
本日はメーキャップに参りました。戸張会長、市川国
際奉仕委員長、いつもお世話になっております。宜し
くお願い致します。 
 
◆戸張 裕康 会長  都倉 八重子 幹事  
台北ラビンＲＣの王さん、福岡城東ＲＣの二村さん、川
崎中ＲＣの長門さん、そして米山奨学生の丁君、ようこ
そいらっしゃいました。また、本日の卓話はクラブフォ
ーラムです。宜しくお願い致します。青少年交換学生の
岩木さんが無事にドイツに着いたそうです。国内記念旅
行は 11月 20、21 日に伊豆の星野リゾートに決まりまし
た。皆さん是非参加して下さい。 

◆市川 功一 会員 
 本日は台湾からロータリアンの王さん、ようこそいらっ

しゃいました。将来、貴クラブと交流が出来るようにな

ればと思います。今後とも宜しくお願い致します。  
◆山本 剛 会員 
 一昨夜の横浜港花火大会に大勢の皆さんに参加して頂

きました。雨も上がって楽しいひと時でした。  
◆親睦委員会一同 
一昨夜の神奈川新聞の花火大会は迫力があって素晴ら

しかったです。  
◆ＳＳＡ一同 

 毎日ゲリラ豪雨が続いています。皆さん気を付けて下さい。 

「みんなニコニコ」  
丁君 ようこそ！！！ 
若狭 滋則 会員・田辺 清夫 会員・会田 公雄 会員 
鈴木 次男 会員・小泉 正博 会員・徳安 久是 会員 
高瀬 建夫 会員･ 原 秀元 会員 

 
 
 
 
 
 
 
  

（空港での旅立ちの見送り） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

（当地でホストファミリー等から歓迎を受けました） 
 

会長報告  戸張 裕康 会長（8 月 18 日） 
◇理事会の報告（8 月 4 日） 
１．会長案件 

 ① 仁上喜久夫様を名誉会員として推薦：承認 

 ② 会長・幹事会報告 

 ・地区大会事例報告 川崎とどろき RC、川崎中原 RC 

・グループプロジェクトについて 

（下記案承認だがｸﾗﾌﾞの主体性を重視） 

新会員交流会 （8/24 の案内状 添付）  

  卓話ツアー、メークアップツアー 

   新会員：登録料 ¥1,000 ニコニコ¥1,000  

引率会員： 登録料 ¥3,000 ニコニコ 任意  

卓話者：免除  

・6RC 合同野球チームの件（10/27 野球大会案内） 

・6RC 合同例会（幹事：川崎北 RC・川崎中原 RC） 

2017 年 1 月 11（水） 18：30～  

ﾖｺﾊﾏｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙにて開催 

予算(案)8,900～9,900 円のｺｰｽ料理  

ｹﾞｽﾄ:雪村いずみ･田口やすひこ氏 費用は人頭割り 

２．クラブ奉仕委員会より 

 ① プログラム 一部変更あり  

詳細は、プログラム予定表にてご確認下さい 

  10/27：休会に変更 3/16：休会予定を例会に変更 

② 国内旅行  

11/20(日)-21(月) 星野リゾート 界 伊東 に決定 

３．社会奉仕委員会より 

 ① 中原防犯協会へ防犯ネット寄贈の件  

社会奉仕委員会予算より 500 個 5 万円承認 贈呈式
10/6 中原 RC 例会にて予定 近隣ｸﾗﾌﾞへも協力依頼 

 ② 10/16(日) なかはら区民祭バザー出店について 

 熊本地震義援金の募金活動が可能か確認 

③ かわさき鈴虫祭りへの協力依頼について  

クラブより１万円：承認 その他は個人任意で協力 

４．国際奉仕委員会より、アンケートについて 

５．その他 

 ① 早朝例会時の食事のとり方について 

7 時～レストランがオープンしているので、食事を済
ませてから例会参加をＯＫとする 

ニコニコボックス 本日 19,000 円 累計 109,000 円 

記念日ニコニコ 本日 10,000 円 累計 10,000 円 



１．地区からの来信 

 ①地区大会「大会展示」地区内全クラブ参加のお願
いと参加要領が届いております。 

  展示日時：11 月 12 日(土)11：00～本会議終了時 

  展示場所：パシフィコ横浜会議センター1F  

  展示内容：テーマは自由･･･各クラブの活動内容など、

原則としてパネル（900mm×2100mm） 

1～2 枚 写真・文書等の貼付方式  
 
② R 財団より地区宛に 2016-17 地区補助金 

（DG1733380）が承認されたとの連絡が届きました。
これによりプロジェクト開始が可能となります。
プロジェクト実施に向け準備を進めて参ります。  

③「RID2590 卓話バンク 2016-17」ホームページ公
開のお知らせが届いております。 

  下記 URL にアクセスすることにより、各クラブご
推薦の卓話者一覧をご覧いただけます。 

  URL：http://www.ri2590.org        

Password: 0952ir-takuwa  
  ・「卓話バンク」より卓話を依頼される場合 

   「卓話バンク」内にある「卓話を依頼」ボタンを使
い、メールにて各推薦クラブ事務所に依頼 

・今後の卓話者の新規登録 

 「卓話バンク」ホームページより登録 

 ・すでに登録済の「卓話バンク」情報の編集･修正を 

希望の場合は、info@ri2590.org 宛 ﾒｰﾙにて連絡  
④2015-16 年度派遣学生帰国報告 並びに 2016-17 

年度来日学生歓迎会開催のご案内 
日時：2016 年 9 月 3 日(土) 14：00-17：00  

 パーティ：17：00-18：30 
場所：サンピアンかわさき 第 3 会議室   

２．第 2 回 会長･幹事会開催のご案内。 

  日時：2016 年 9 月 6 日(火) 18：00   

場所：カフェレストラン Piccolo（ピッコロ） 
 
３．神奈川県 RC 野球連盟 理事会開催のご案内 

  日時：2016 年 9 月 9 日(金) 18：30～   

場所：レンブラントホテル厚木 
 
４．横浜東 RAC より、例会のご案内が届いております。 

  8 月 27 日(土)14：00-16：45 横浜市西公会堂 

「財務省池田様卓話＆ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟについて考える」 
 
５．横浜磯子RC よりＩＭの報告書をお送り頂きました。 
 
６．ハイライトよねやま が届きましたので回覧します。 

 
７．他クラブ例会臨時変更 
 ●川崎宮前 RC    

8 月 30 日(火) 木曽路宮前平店  点鐘 18：00 

  9 月 13 日(火)14 日(水) 移動例会 箱根河鹿荘 

 9 月 20 日(火) 休会 

 ●川崎ﾏﾘｰﾝ RC    

9 月 22 日(木･祝) 休会 

 9 月 29 日⇒28 日(水) 3RC 合同親睦夜間例会（川崎
大師･中央･ﾏﾘｰﾝ RC）川崎日航ホテル 点鐘 18：30 

 ●川崎幸 RC  9 月 23 日(金)  休会 

 

８．次週 8 月 25 日(木)  は、早朝例会です。 

 

【ポール・ハリス語録 4 】 
 
「社会に役立つ人間になる方法はいろいろありますが、

最も身近で、しばしば最も効果的な方法は、間違いなく

自分の職業の中にあります」 

（ナショナル・ロータリアン、1912 年 1 月号） 

【プログラムの予定】 
 

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 

9 月 1 日（木） Ｈ精養軒 12：30～13：30 

 会員お祝い 

月間卓話：識字率向上月間 

卓話者：川崎市立商業高校スピーチ発表 

9 月 8 日（木） Ｈ精養軒 12：30～13：30 

昼例会に変更 Ｇ補佐を迎えてのクラブ協議会③ 

9 月 15 日（木） Ｈ精養軒  12：30～13：30 

 ガバナー公式訪問 

 

【ロータリー・ミニミニ情報 No2】 

ジャングルの法則 
「狼は群の力であり、群は狼の力である。」これは、

ルドヤード・キップリングが、短編集「ジャングル・ブ
ック」の中の「ジャングルの法則」で述べている言葉で
す。キップリングは1865年生まれで、1907にノーベル文
学賞を受賞した、イギリスの愛国詩人と言われる人です。
ポール・ハリスと同年代に活躍した人ですから、あるい
はロータリアンであったかも知れません。 この言葉を
最初に引用してロータリーを語ったのは、1917年のＲＩ
会長レスリー・ピジョンが会長エレクト時代ですが、後
年、ハロルド・トーマスも、この言葉が特に気に入った
と見えて、彼の著書「ロータリー・モザイク」の中で再
三引用しています。 ハロルド・トーマスは、1959年に
ＲＩ会長を務めたニュージーランド出身のロータリア
ンで、「ロータリー・モザイク」という名著を残してい
ます。モザイクは形も色も大きさも異なったタイル片を
組み合わせて作ります。ロータリーも人種や言語や宗教
やそして考え方さえ違った人が集まって作り上げるモ
ザイクのようなものだと言うことで、この題名をつけた
といわれており、1905年から1970年代までのロータリー
の思想の移り変わりを詳しく解説した本です。その本の
で、キップリングの「ジャングルの法則」が度々、引用
されています。  
「狼は群の力であり、群は狼の力である」 この言葉は
一体何を意味するのでしょうか。一匹、一匹が強靭な体
力と優れた頭脳を持っている狼は、群を作って行動しま
す。群には必ずリーダーがいて全体を統率します。 リ
ーダーが優れたリーダーシップを発揮し、他の狼がチー
ムワークを組んで一糸乱れぬ行動をするとき、その力は
計り知れないものに変化します。羊は例え1000匹集まっ
たとしても何の力も発揮出来ません。群から離れた一匹
狼も、荒野をたださまようのみで、やがては野垂れ死に
する運命が待っているのです。 この例えは I serve と
か We serve とかの次元の話ではなく、ロータリアン個
人個人は皆素晴らしい能力を持っていることを前提と
して、それに強力なリーダーシップと、揺るぎなきチー
ムワークが加わったらどうなるかを説いているのです。 
魅力あるクラブには、必ずといっていいほど、優れたリ
ーダーシップを持った会長がおり、全会員のすばらしい
チームワークによって、クラブの運営がなされていくの
です。  
（参考文献：ロータリーの源流「炉辺談話」より） 

http://www.ri2590.org/
mailto:info@ri2590.org

