
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1371 回 （本年度 9回） 

平成 28年 9月 8日（木）  
 

点  鐘  戸張 裕康 会 長 
 

司  会  工藤 和弘  会場監督 
 

斉  唱 「我等の生業」「四つのテスト」 
 

会員出席報告  高瀬 建夫 親睦委員   

欠席者：古越会員、高木会員、坂本会員、徳安会員 
 

お客様紹介 戸張 裕康 会 長  
  

◆ 箕田 敏彦 様 

（国際ロータリー第 2590 地区直前ガバナー 横浜 RC） 

昨年度ガバナー

を務められた箕田

ＰＤＧが、昨年度

ＰＡＧを務めた小

泉会員と、様々な

形で協力をしてき

ました川崎中原Ｒ

Ｃに対し、感謝の

気持ちを伝えに来訪されました。そして、箕田

ＰＤＧより小泉ＰＡＧに一年間の労に対しロ

ータリー記念バッジが贈呈されました。 

◆ 石塚 勝 様 

（国際ロータリー第 2590 地区第２Ｇ ガバナー補佐 

 川崎鷺沼ＲＣ） 
 

本日は、高良ガバ

ナー公式訪問前の

クラブ協議会に出

席するために来訪

されました。そし

て、8 月 24 日川崎

中原ＲＣ主導で行

われた「第 2 グループ 第１回新会員交流会」が

大変有意義な会になったことへの感謝の言葉を

頂きました。 
 

  

ニコニコ報告   高瀬 建夫 親睦委員 
 

◆箕田 敏彦 様（横浜 RC 直前ガバナー） 
本日は、前年ガバナーとして大変お世話になりました御
礼に参上致しました。 
 

◆石塚 勝 様（第２グループガバナー補佐) 
いつも大変お世話になり、ありがとうございます。 

本日はクラブ協議会にお邪魔させて頂きます。 

どうぞ宜しくお願い致します。 
 
◆戸張 裕康 会長  都倉 八重子 幹事  

本日は、箕田直前ガバナー、石塚ガバナー補佐をお迎え
出来ました。ありがとうございます。 
少し慣れてきたので、皆様のご意見も聞ける様になりま
した。宜しくお願いします。見守って下さい。 
 

◆小泉 正博 会員 
 箕田直前ガバナー、ようこそおいでくださいました。昨
年一年、ご指導ありがとうございました。その経験を生
かせるように努力していきます。今後とも宜しくお願い
します。 

 
◆市川 功一 会員 
 先週の例会をお休みして、約１週間アメリカ東部へ行っ
てきました。2007年にアメリカから GSE団長として来日
したグレッグ氏にもお会いできました。 

 
◆小林 正樹 会員 
 箕田直前ガバナー、昨年度は多くを勉強させて頂き、誠
にありがとうございました。お元気そうで何よりです。 

 
◆親睦委員会一同 

台風１３号が衰えず、関東で記録的な大雨が予想されて
います。外出には十分気をつけて下さい。今日は、石塚
ガバナー補佐をお迎えしてのクラブ協議会です。しっか
り勉強しましょう。 

 
「みんなニコニコ」  
若狭 滋則 会員・会田 公雄 会員・山本  剛 会員 
原   秀元 会員・鈴木 次男 会員 

 

【クラブ協議会③：Ｇ補佐を迎えて】 
 

◆戸張会長より： 

年度当初にお話をし、そして期首 

計画にも詳しく心情を表記させ
ていただいておりますが、今年度
も 2か月が経ち、会長方針である
「親睦と感謝」にもようやっと方
向性を見出せそうになってきま

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２６名 １９名  ７名 ８２．６１％ 

前々回(8月 25日)欠席 7名 Make up 1名 ８６．９％ 

ニコニコボックス 本日 19,000 円 累計 165,000 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 25,000 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 
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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 



した。こういった協議会など通じ、皆様からの意見
を大切にしていきたいと思いますので宜しくお願
い致します。石塚ＡＧにおかれましても、ご指導の
程宜しくお願い致します。 

 
1. クラブ奉仕委員会（山本副会長担当） 

山本副会長より：私は、出席・親睦委員会、クラ
ブ会報委員会、プログラム委
員会の 3つの委員会を担当し
ています。それらの委員会が
所属するクラブ奉仕委員会は、
自分の所属するクラブとすべ
ての会員に奉仕する役目を担
っています。初代会長の仁上

さんが提唱された「ほのぼの例会」の精神を継承
して継続していくためにはロータリーの原則を
守り、創意工夫をしていきながら、職場に戻った
時に「例会に出て良かったな」と思えるような例
会作りを心掛けていきたいと思っています。その
ような事をお手伝いする委員会の皆様に活動計
画を発表して頂きます。  
 

 ◆出席・親睦委員会 

  高瀬委員長より：親睦というのは週に一度例会に
来て、その中で皆さんと意
見を回しながら深めていく
のが良いのではないかと思
います。最近は、出席率が
少し悪いように思いますが、
これから、夜間例会、親睦
旅行、年末家族会、観桜会、

30周年の式典と、懇親の場を幾つも計画してお
りますので、こぞって出席して頂き、大いに親睦
を深め楽しい思い出をたくさん作ってほしいと
思っています。 

 
＊石塚 勝 ＡＧコメント：山本副会長と高瀬会長
エレクトの担当が分かれているようですが、今年
度の高良ガバナーからは実行可能なもの挙げて
欲しという指示を受けています。親睦活動が多い
ようですが、会長方針の「親睦と感謝」からきて
いると思っていいですね。 

  

 ◆クラブ会報委員会 

神谷副委員長より：「何のための会報か」と問わ
れれば、それは、会員への
情報の伝達、対外的なもの
への報告あるいはアピー
ル、クラブに記録を残すと
いう重要な意味があるわ
けです。では本当に会員の

ためになっているのかという問題も含め、そのあ
りかたの見直しと、いかにしたら読んでもらえる
か、そして会報委員会への負担という問題を議論
していきたいと思います。これは委員会だけでは
なく、クラブ全体で考えてほしいと思っています。
取り敢えずは、今週の会報の注目事項を例会で発
表してみる、来訪者の紹介の中で職業分類を表記
するなど新たな試みをしてみたいと思います。ま
た、クラブ全体の IT化も会報委員会が中心とな
って進めてみたいと思っています。 
 

 ◆プログラム委員会 

  鈴木委員長より：今年度は会員も増え、 そして
「早朝例会」も増えたこと
から、お互いが知り合う機
会を増やす事を念頭に「会
員卓話」を進めていこうと
思っています。ロータリー
月間には、その担当委員会

に勉強してきた結果を卓話の中で発表して頂こ
うと思っています。今年から始まった卓話バンク
も利用しながらプログラムを組んでいこうと思
っています。 

 
＊石塚 勝 ＡＧコメント：会報は見やすくて良い
と思います。参考として聞いていただければいい
のですが、新会員といえば最初に所属するのは親
睦とかＳＡＡとかが多いと思うのですが、会報委
員会に所属して、「ロータリーミニ情報」などを
担当させると非常に本人の為になるようなこと
を聞いたことがあります。プログラム委員会につ
いては卓話バンクへの登録と活用を推奨してい
ますのでぜひご活用してください。ホームページ
でアクセスできます。先日行われた第 2Ｇの新会
員交流会が大成功でしたので、その熱の冷めない
うちにメークアップなどを通じ交流を大事にす
るようなプログラムも計画して欲しいと思いま
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：第 2Ｇ新会員交流会に参加して
きました。当クラブから 12
名、全員でロータリアンは
35 名参加しておりました。
非常に和やかで、アットホ
ームの中、率直に言って退
会防止につながると思いま
した。昨年は 5名の新会員

が増えましたが残念ながら病気等による退会が
あったため純増 3名という事になってしまいまし
たが今年度は 30周年を迎えるに当たって 30名の
会員を目標に、あと 4名の増強は絶対にしたいと
思っています。6名が在籍している「友の会」を
考慮に入れながら、情報集会を中心に増強ノート
の作成を重視し達成したいと思っています。一つ
の方法として、他クラブより医師を紹介してもら
うのも良いのかとも思っています。 

 
 ◆研修・雑誌・広報委員会 

  若狭委員長より：研修の一環として 10月 15日に
ＫＳＰで開催される「源流セミナー」に参加して
頂きたいと思います。昨年、私も第 27回の「富
山大会」に参加させて頂きましたが、非常に勉強
になりました。こういった全国からロータリアン
が集まって行う勉強会はめったにあることでは
ないので、その雰囲気を感じるだけでも勉強にな
ると思います。広報については、去年の「熊本地
震に対する街頭募金」とか、先日行われた「第 2
Ｇ交流会」の記事がタウンニュースで取り上げら
れました。このような記事は広報につながると思
いますので是非推進してほしいと思います。  



 ◆クラブ活性化委員会 

  市川委員長より：地区では戦略計画委員会となっ
ていますが、当クラブでは
活性化委員会としていま
す。当委員会は長期的なク
ラブ基盤の強化と活性化
の推進が務めであります。
そこで一つ一つクラブの
棚卸をしていかねばなり
ませんが、当クラブの長所

はチームワークと風通しが良いということが挙
げられます。即ち、活性化とは若い人が活躍でき
る環境のあるクラブでると言い換えてもいいと
思っています。ではどういった活動がそれに該当
するかですが、それは 8月 4日に行ったフォーラ
ムでの入会間もない会員からの意見からも伺い
知る事が出来ます。ここ数年、中原中で生徒に職
業講話をしていますが、それに歩調を合わせるよ
うに地域の子供たちに対し何かできないだろう
かとか、もう一つは留学生に対して日本の文化的
なもの、例えば当クラブにも先生がいるので生け
花、あるいは習字など良いのではないかとの提案
などがあります。従って若い人達の意見を大いに
取り入れる必要があると思われます。また、クラ
ブ自体としては、組織の見直し、奉仕活動の見直
し、クラブ経費の見直し（アメリカでは 1万 5
千円）などを、規定概念無く検証しながら棚卸を
していく必要があると思われますので、それに沿
って活動していきます。 
 

 ◆石塚 勝 ＡＧコメント：規定審議会によると職
業分類はかなり柔軟になっているようです。周年
行事はクラブが団結してやるものですから大事
にしてほしいと思います。増強と同時に退会者が
出ないようにお願いしたいです。そのためにも新
会員をうまくエスコートしてほしいです。また、
昨年市川直前会長が行っていたようなミニ情報
は大変良い事だと思いますので、会長の持ち味を
出しながらぜひ続けて浸透させてください。繰り
返しが大事だと思います。クラブの活性化につい
ては市川委員長が言われたように、若い新たな会
員の成長なくして考えられないので上手にフォ
ローして頂きたいと思います。   

      
3. 奉仕部門（戸張会長担当） 

  ◆職業奉仕委員会 

   河合委員長より：月間についてはまだ時間がある
ので委員の工藤さんと会
田さんと協力しながら考
えていきます。また、先日
行われた地区の職業奉仕
委員会で、横浜と川崎で職
業奉仕活動の一環として
行われている学校の教師
による職業体験（夏休みを

利用して行われるのですが）の評判が非常に良か
ったとの報告がありました。川崎では当クラブの
市川会員の（株）ジェクトさんが毎年受け入れて
下さっていますが、受け入れ企業が不足している
ようです。皆さんの企業におかれましても出来る
だけ受け入れてくれるようお願い致します。  

   ◆社会奉仕委員会 

小林委員長より：東出、坂本、両若い会員と一緒
に、奉仕活動を理解しても
らいながら、活動していま
す。昨年度の地区の社会奉
仕委員会では、継続事業か
新規事業かとの議論があり
ましたが、当クラブとして
は地域で必要とされている

活動については継続していくつもりです。 

そのような観点から、今年 20年になる防犯事業
は継続していきたいと思います。その他に、東日
本大震災並びに熊本地震に対する支援を、中原区
民祭でのバザーなどを通じ、透明性があり誰から
も見え、興味をそそられるように心掛けながら、
会員の皆さんや地域の人々を出来るだけ巻き込
んだ活動をしていきます。 

 
◆国際奉仕委員会 

 戸張会長より：（徳安委員長欠席の為代わって戸
張会長より報告）Ｒ財団・米山奨学会への寄付は
例年通りに進めたいと考えていますのでご協力
をお願い致します。また、川崎北ＲＣが行ってい
るバヌアツに対しての支援などは引き続き進め
ていきたいと思います。 
 

◆青少年奉仕委員会 

 宮崎委員長より：数年前より実施している中原中
学校での職業講話は、「働く」と
いう事に関して、地域の青少年
に考えてもらうきっかけを作る
手助けをしていきたいという思
いから続けていこうと思ってい
ます。また、委員会の中から提
案があった、地域の恵まれない

子にスポットを当てた支援活動を模索してみたい
と思います。そして、地区のＲＹＬＡ委員でもあ
りますので、近隣クラブと連携を取りながら活動
をしたいと思っています。 
 
◆石塚 勝 ＡＧコメント：青少年の宮崎委員長に
は地区でのご活躍、中原中学校での職業講話、恵
まれない子等への支援など頑張ってやっていただ
き、その報告をお聞きしたいと思います。また、
ガバナーの要望で、ＳＡＡにその気構えを聞くよ
うにとの指示がありましたが、ＳＡＡとは Ｓｅｒ
ｇｅａｎｔ－ａｔ－Ａｒｍｓ の略語でありますが、
江口ＳＡＡはその意味をきちんと理解してやって
いるようなのでぜひ頑張って続けて欲しいと思い
ます。今年度は市川さんが地区の国際奉仕委員長
なのでその方面は頑張って下さい。そして、身近
にいる米山奨学生や学友のニーズを探しながら協
賛して頂けたらと思っています。社会奉仕につい
ては、皆さんがご存じのように、最初に行われた
シカゴでの公衆トイレの設置は、行政を巻き込ん
での活動であったわけですのでその事に思いをは
せながら活動して頂きたいと思います。相手のニ
ーズに合った活動を心掛けて下さい。職業奉仕は
物より実践が大事であるという事、そして、何より
もロータリーは自分を磨く場所という意識をしっ
かりと持ち、それを新会員に伝えていかないといけな
いと思いますので、そういった活動を続けて下さい。 

 



◆会計計画 
工藤和弘会計より： 

第 4例会を早朝例会にした

ことにより削減できた費用

を戸張会長の意向により、

親睦と会員増強に充て、 

従来より増やした予算を組

みました。 
 

◆出席者の一言 

今井会員より：今日は会報委員として出席させて
頂きました。今回のクラブ協議会の議事録を担当
しますが、議事録を書くと覚えることが多いので、
しっかり作っていきたいと思います。どうぞ宜し
くお願い致します。 

 
山田会員より：先日のタウンニュースに、ロータ
リーの留学生のことが記載されていました。今回
は、はっきりと「ロータリークラブ」と表記され
ていましたが、ロータリーの事を「ＲＣ」と表記
されている事が多くあります。一般の人達には
「ＲＣ」では分かりにくいと思いますので、是非
「ロータリークラブ」と表記して頂けたらと思っ
ています。 
 
原会員より：今年度は米山を担当致します。皆様、

ご協力宜しくお願い致します。 
   
 東出会員より：入会して間もないので何をしてい
いかわかりませんが、取り敢えずは所属している
出席・親睦、社会奉仕委員会で、委員長の指示を
仰ぎながら頑張ってみようと思っています。 

どうぞ宜しくお願い致します。 
 
 

会長報告  戸張 裕康 会長（ 9 月 15 日） 
   

１．地区からの来信 

 ①地区大会関連の下記資料が届いております。 

◇ ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会登録のご案内 

  日時：2016年11月11日(金) 18：00～20：00 

  会場：ﾖﾏｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ 3F ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 

  登録料：15,000円 
 

※出席対象者：会長･幹事･選挙人･ｸﾗﾌﾞ研修ﾘｰﾀﾞｰ 

又はｸﾗﾌﾞ奉仕委員長 
 

◇ 地区大会登録のご案内（パンフレット配付） 

・地区大会1日目 2016年11月11日(金)  

本会議（会長･幹事会）点鐘12：30  

ﾊﾟｼﾌｨｺ横浜会議ｾﾝﾀｰ 301･302 
  

※出席対象者：地区役員､G補佐､地区委員長､会長､ 

幹事､選挙人､ｸﾗﾌﾞ研修ﾘｰﾀﾞｰ又はｸﾗﾌﾞ奉仕委員長 
 

 ・地区大会2日目 2016年11月12日(土) 

本会議 点鐘12：30 ﾊﾟｼﾌｨｺ横浜会議ｾﾝﾀｰ1F ﾎｰﾙ 

新会員の方はご紹介がありますのでご出席下さい。    
  ※会員登録料はクラブ負担、ご家族無料となってお

りますので、お誘いあわせの上ご出席下さい。 

本日より、出欠の確認をさせていただきます。 
 

◇ 地区大会信任状証明書の提出依頼。署名を付して 

提出致します。 
 
◇ 地区大会 表彰対象者および長寿､物故会員の報告 

依頼。※確認して報告致します。 

 
◇ 地区大会2日目事務局員派遣の依頼がきております。   
◇ 地区大会青少年関連プログラムのご案内が届いて 

おります。米山奨学生 丁中斐君へお渡しします。 
 

② ポール･ハリス･ソサエティ（ＰＨＳ）への入会の 

お願いが届いております。 
 

  ポール･ハリス･ソサエティとは、 

  入会申込書を地区宛に提出の上、年次基金、ポリオプ

ラス、Ｒ財団が承認した補助金プロジェクトに、毎年 

年間1,000米ドル以上寄付したロータリアン及び支援

者個人を認証するプログラムです。 
 

※詳細は、資料をポスティングしてありますのでご確認

下さい。 
 

２．第 2 回会長・幹事会の報告 
 

３．他クラブ例会臨時変更  

  ●川崎ﾏﾘｰﾝ RC   

10 月 13 日(木) 鎌倉散策 夜間移動例会  

L’EGLISE  点鐘 17：30 

 10 月 27 日(木) 川崎 RC と合同例会  

川崎日航ﾎﾃﾙ  点鐘 12：30  
４．他クラブ会報の回覧  川崎南 RC 
 
５．本日配付 

 ・夜間例会のご案内    

 ・一泊親睦移動例会のご案内  

 ・バザーへの寄贈品のお願い 
 
６．本日例会終了後、ガバナーとの懇談会を開催致しま

すのでご参加下さい。 
 
 
【過ぎし時に敬意を表して：ポール・ハリス語録 8 】 
 

「他国の人々をけなすような口調で話すことは許されない

ことです。私たちがそのような話し方をするとしたら、名

誉毀損の罪を犯したことになるでしょう。 

私たちは真実でないことを言っていることになります。 

もっと親善使節になりましょう。 

国際関係における礼儀作法の違反者を非難しましょう。 

私たちの特色を示しましょう。 

隣人の美名の不名誉な中傷に同調しないように、国際問題

の中傷にも同調しないことを明確にしましょう」 
 
（メキシコ、メキシコ・シティーで開かれた 1935 年 RI 

 国際大会） 
 

【プログラムの予定】  

9 月 22 日（木） 休会（祝日） 

  

9 月 29 日（木） 「鈴や」武蔵中原店  点鐘:18：30  

 夜間例会 卓話：米山奨学生丁 中斐君 

10 月 6 日（木） Ｈ精養軒 12：30～13：30 

 卓話：地区戦略計画副委員長露木雄二様 

「規定審議会について」 

10 月 13 日（木） Ｈ精養軒 7：30～8：30 

早朝例会 30 周年事業に関するミ－ティング 


