
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1376回 （本年度 14回）  
平成 28年 10月 20日（木）   

米山月間・経済と地域社会の発展月間 
 

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 東出 隆裕 親睦委員  

 
欠席者：今井会員、坂本会員、徳安会員、高木会員、都倉会員 

    若狭会員 
 

ニコニコ報告  東出 隆裕 親睦委員 
  
◆ 戸張 裕康 会長・宮崎 玲児 副幹事 

16日の区民祭ではいろいろご協力ありがとうござ 
いました。その様子を当クラブのＨＰにもアップ
しています。ご確認下さい。本日はクラブフォー
ラムです。小林社会奉仕委員長宜しくお願い致し
ます。また、今日は運命のドラフト会議です。 
どんなドラマがあるのか楽しみです。 
 

◆ 社会奉仕委員会： 小林正樹委員長 
東出隆裕委員 

  先日の区民祭お疲れ様でした。皆様のご協力 
  により、防犯ネットの配布やバザー、そして 

募金活動と、無事終了することでき、感謝申 
し上げます。また、今日は社会奉仕活動に関 
するフォーラムでお話させて頂きので、宜し 
くお願い致します。 
 

◆ ＳＳＡ一同 
先日、川崎フロンターレの風間監督の退任が発 
表されました。風間監督はチームを優勝争いを 
するところまで引っ張ってくれました。そのリー 
ダーシップには学ぶことが多いと思います。 

  
◆ 親睦活動委員会一同 

  先日の区民祭でのバザー、皆さんお疲れ様でした。 

商品も完売になりました。 熊本の皆さんに元気をお 

届けできればと思います。 

 

◆「みんなニコニコ」  
鈴木 次男 会員・小泉 正博 会員・工藤 和弘 会員 

高瀬 建夫 会員・田辺 清夫 会員・原  秀元 会員 

市川 功一 会員 
 

 

クラブフォーラム（社会奉仕）   
 
◆ 小林 正樹 社会奉仕委員長 

 
 本日は、社

会奉仕フォー

ラムというこ

とでお話をさ

せて頂きます。 

皆様はすで

に承知のこと

と思いますが、

1905 年アメ

リカのシカゴで親睦と相互扶助を目的としてロー

タリーは誕生致しました。また創立 1 年後には内

なる親睦互恵主義から外なる社会奉仕と拡大とい

う変革「ＣＨＡＮＧＥ」を遂げます。そして、翌

1907 年クラブ会長に就任したポール・ハリスによ

り定款第 3 条として、地域貢献を追加制定致しま

した。その一環として「最初の社会奉仕」と言わ

れている公衆トイレ設置・運動が、シカゴ市で開

催されます。この奉仕活動が、単なるお金を出す

だけではない、その後のロータリー奉仕活動のベ

ースになったと言われています。 

話は戻りますが、昨年度の鈴木地区社会奉仕委

員長も、前年度各クラブへアンケート調査をお願

いした際、地区内の 89％が継続事業である事に注

目されており、決して継続事業を否定するもので

はありませんが、前例主義に囚われない新規事業

への挑戦の可能性を検討して頂きたい。奉仕事業

を行うのは目的ではなく、奉仕の理念の機会を得

る手段であり、よって学びの機会としての場を多

くの会員が参加出来る様になってほしいものです。

と締めくくられておられました。 

今年度の金子地区社会奉仕委員長におかれまし

ても、各クラブの新規社会奉仕事業の立案をより

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２５名 １７名   ８名 ７３．９１％ 

前々回(10月 6日)欠席名 7 Make up 4名 ８１．８２％ 

ニコニコボックス 本日 13,000 円 累計 274,000 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 30,000 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 



促す目的として、他クラブとのコラボを強くメッセ

ージしておられました。詳細は地区社会奉仕委員長

会議で配布された資料（別紙にて）の中に、その方

向性が記述されております。また地区内 8 グループ

の 1 グループごとに地区委員の皆様が個別にサポー

トされている心配りの体制には、委員会の皆様のな

みなみならぬ情熱が伝わって参りました。 

社会奉仕の礎とは一体何なんでしょうか？それは、

クラブ会員の皆様が相手に対して奉仕をさせて頂け

ると言う揺るぎのない心だと思います。地域の今を

いち早くキャッチし、そのニーズに応えるべく、タ

イムリーな奉仕活動を立案・実践していく事だと考

えます。そこで得た１つ１つの経験の積み重ねこそ

が、奉仕の理念への歩みとなり、クラブの活性化と

共に、１人１人のロータリアンを大きく成長させて

いけることでしょう。 

最後になりますが、この様な不勉強な私に常日頃

より心温かくご享受下さる諸先輩方に、心より深く

感謝申し上げる次第です。有難うございました。 
 
◆ 東出 隆裕 会員 

初めて社会奉

仕活動委員会の

委員をやってい

ます。そして今、

この委員会がど

ういった活動を

するのかを勉強

している最中で

す。そんな中で、自分の仕事は地域の人々から恩

恵を受けているわけですから、その地域の人達に

お返しをする事によって回って行っているのかな

と、或は、地域の活性化にもつながっているのか

との思いがします。これからも、もっともっと勉

強しながら活動をしていきたいと思います。 

 
【ポリオ撲滅チャリティーゴルフ大会に参加】 
 
地区大会の一環として行われたゴルフ大会に戸張会

長・都倉幹事・若狭会員、髙瀬会員が参加致しまし

た。好天に恵まれ絶好のゴルフ日和でした。チャリ

ティーに大いに貢献してくれたでしょうか？ 

 

【お迎え花をいける】 

「石川龍 社中展 いけばな翔」開催にあたって、

当クラブの徳安会員が、草月会館（草月流本部） 

1Ｆ正面（イサム・ノグチ作の庭園「天国」）入り口

に、お迎え花をいけるという大役を務められました。

その時の作品です。 

 

【プログラムの予定】 

 

【過ぎし時に敬意を表して： 

ポール・ハリス語録 12】 
 

「 国境地の責務とは、私たちの中にある最上の 

ものへの挑戦です。 

その挑戦を受けて立ちましょう」 
 
（メキシコ、メキシコ・シティーで開かれた 

1935年 RI国際大会でのメッセージ） 

11 月 24 日（木） 11 月 20 日(日)～21 日(月)に変更 

一泊親睦移動例会：星野リゾート「界」伊東 

12 月 1 日（木） H 精養軒 12：30 ～ 13：30 

 年次総会 

12 月 8 日（木） フィオーレの森  

 年末家族会 

12 月 15 日(木) H 精養軒 12：30 ～ 13：30 

卓話：川崎市長 福田紀彦様 

12 月 22 日(木) H精養軒 12：30 ～ 13：30 

卓話：定時制高校弁論大会出場者の発表 


