
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1381回 （本年度 19回）  
平成 28年 12月 8日(木)   
例会＆年末家族会  

於：フィオーレの森 「リストランテ フィオーレ」 
 

点  鐘  戸張 裕康 会長 

司  会  工藤 和弘 副会場監督 

斉  唱 「我等の生業」 

会員出席報告 山本 剛 出席･親睦副委員長 

欠席者：江口会員、神谷会員、河合会員、坂本会員 
 

お客様紹介    戸張 裕康 会 長  
柳下 節子 様（川崎とどろき RC） 

丁   中 斐 君
くん

（米山奨学生） 

王  伸 子 様（専修大学教授：丁君の指導教官） 
滝本  圭 様 （友の会会員） 
鈴木久美子 様 （  〃  ） 
井上 英一 様 （  〃  ） 
後藤 由香 様 （  〃  ） 
カルロス西尾セバスチャン様（マジシャン） 
星野 様（マジシャンマネージャー・助手） 
戸張 裕康 会員  ご家族様 
都倉八重子 会員   〃 
小林 正樹 会員   〃 
市川 功一 会員   〃 
東出 隆裕 会員   〃 
宮崎 玲児 会員   〃 
山本  剛 会員   〃 
高瀬 建夫 会員   〃 
高木謙太郎 会員   〃 
鈴木 次男 会員   〃 
会田 公雄 会員   〃 
山田 一之 会員   〃 
原  秀元 会員   〃 
今井  敬 会員   〃 

 

ニコニコ報告  山本 剛 出席･親睦副委員長  
◆柳下 節子 様（川崎とどろき RC） 
 戸張会長・都倉幹事年度の年末家族会、おめでとう 

ございます。とても楽しみにしておりました。 

 
◆戸張 裕康 会長・都倉 八重子 幹事 
 本日は年末家族会です。年忘れの忘年会として楽しん

でくださいネ。生演奏やマジックで素敵な日になるよ
うに！！！そして、早いもので私達年度も半年が過ぎ
ようとしています。これからも宜しくお願い致します。 

 
「みんなニコニコ」 年末家族会だぞー！！！ 
徳安 久是 会員・若狭 滋則 会員・高瀬 建夫 会員 
小泉 正博 会員・山本  剛  会員・市川 功一 会員 
島田 叔昌 会員・原 秀元 会員・高木 謙太郎 会員 
小林 正樹 会員・工藤 和弘 会員・東出 隆裕 会員 
山田 一之 会員・会田 公雄 会員 
 

 

半年を振り返って    戸張 裕康 会長 
  

今日の例会は年末家族会

という事で、大勢の皆様に

ご出席いただき誠に有難う

ございます。「家族会」まで

少し時間があるのでお話を

させて頂きます。 

クラブの創立から今年で

30 年という節目の年に会長

職を務める事になり、大変

なことになったなーという思いが体中を駆け巡って

いますが、その様な年度だからこそ私は「親睦と感

謝」という方針を打ち出しました。これは私がかね

がね抱いていた気持ちです。私は小さいときから、

良い意味で「明るく、うるさいにぎやかな子」とい

うレッテルが張られていたようで、町会のイベント

行事、特に祭りや盆踊りなど、いつも人の集まると

ころに駆り出されて成長してきました。それを後押

し、温かく見守ってくれた周りの人達、そして家族、

特に親父には感謝しなければと思っています。これ

が私の原点だと思っています。私は日頃仕事でハイ

エースに乗っているのですが、その時皆様のよくご

存じの「柴又の寅さん」の DVD を見たり聞いたりし

ます。最近その「寅さん」のちょっと仕草に出てく

る「感謝」が何となくわかるようになりました。こ

の半年間は試行錯誤をしながら、そのような気持ち

でやってきました。後、数か月で 30 周年記念例会が

行われますが、今言ったような「親睦と感謝」で務

めてまいりたいと思いますのでどうぞよろしくお願

い致します。 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

26名 20名 6名 83.33％ 

前々回(11月 20日)欠席 14名 Make up 5名  77.27％ 

ニコニコボックス 本日 35,000 円 累計 356,000 円 

記念日ニコニコ 本日     0 円 累計 55,000 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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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   
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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 



年 末 家 族 会    高瀬 建夫 親睦委員長 
 
 
 
 
 
 

  
※今年度の「年末

家族会」には、会

員のゲスト（特に

多数の可愛らしい

お子さん）や近〃

我々の仲間になる

であろう「友の会」

の皆様の参加、そ

して生演奏、マジ

ックと大いに盛り

上がり楽しいひと時を過ごすことが出来ました。また、会

長・幹事のアッというコスチュウムによるパフォーマンス

には驚かされましたが、盛り上がりにすごく貢献したので

はないかと思います。そして、演奏者の皆さん、マジッシ

ャンのカルロスさん有難う。 

 

【米山記念奨学生・学友年末パーティー参加して】 
＊2016～17年度 米山奨学生・学友年末パーティーが 

12月 4日行われ、都倉地区米山学友委員と鈴木米山カウ
ンセラーが参加してきました。 

 

【ゴルフコンペ：12月 6日厚木国際 C.Cにて】 
 

会長報告  戸張 裕康 会長（12 月 15 日分） 

１．地区からの来信 
①2016年規定審議会による変更事項へのクラブ対応 
アンケートへの協力依頼が届いております。  

  2016 年規定審議会の結果を受け、各クラブで細則の 
変更等も含め、様々に検討されていると思いますが
地区として各クラブの対応状況を把握させて頂く
と共に、その結果を 2017 年 2 月の会長幹事セミナ
ーにて配付し、互いの情報交換・ご参考としていた
だき、より良いクラブ創りに役立てていただければ
との事です。提出期限：2017年 1月 13 日（金）  

 ※次年度会長･幹事クラブ活性化委員会ほか、会員の 
 皆様にもお話をお伺いして提出したいと思います。  

②「経営大講演会」開催にあたり 、当地区老舗企業等 
のお問合せがきております。100 年以上にわたり継 
続して事業を行っておられる企業の方がいらっしゃ
いましたら、幹事までお知らせ下さい。  

③ロータリー財団 100 周年記念事業 -ポリオ撲滅･障が 
い者支援- ロータリーみなとみらいチャリティーマ 
ラソンに関する「再度」のご案内とお願い。  
開催日時：2017年 2月 11日(土･祝)   
会場 
：横浜市みなとみらい臨港パーク  

◆年齢や身体状況に合わせた部門が種々用意されて 
 おりますので、ご家族ご友人をお誘いの上、是非 
ご参加をお願いいたします。 
（詳細は配布済案内チラシをご参照ください） 

申込み締切りは １月１７日(火)  

配布申し込み用紙で随時クラブ事務局まで  
◆開催にあたり、会員（関連）各企業様より参加賞・ 
賞品ご提供のお願いがきております。 
販促品や宣伝用品などや 同余剰品（名入れ品可）

（＠300～の価値品、マラソン賞品に充当します）  
ご協力賜れる場合、クラブ事務局を通じガバナー補 

佐にご連絡をお願いいたします。 

確定順にマラソン応募者向けホームページに掲載 

されます。ご提供者、品名、数量を都度クラブ事務 

局までお知らせ下さい。1月 20 日まで  
④クラブ例会での国際奉仕活動紹介（卓話）について 

地区国際奉仕委員長会議において、活動内容をよりご 

理解いただく為に、例会において卓話の機会を設けて

頂きたいとの要請がありました。ポスティング 
  
⑤ロータリーリーダーシップ研究会（ＲＬＩ）パートⅢ 
 開催 について、再度ご案内が届いております。 
 2016年 12月 18日(日) 9：30-17：30    
聖光学院中学高等学校  

２．他クラブ例会臨時変更  
●川崎中央 RC   
12月 26日･1月 2日・1月 9 日(月) 休会 
1 月 10日(火) 4RC 合同例会 川崎日航ﾎﾃﾙ 12：30 

●川崎高津南 RC  
12月 26日(月)  年末家族会   点鐘 18：30 
1 月 2 日・9 日(月)  休会 

●川崎ﾏﾘｰﾝ RC  
1 月 5 日(木)  休会 
1 月 12日⇒10日(火) 4RC合同例会 川崎日航ﾎﾃﾙ 
1 月 26日(木)  富津ｼﾃｨ RC と合同例会  

サンピアンかわさき  点鐘 18：00  
３．次週 12 月 22 日(木)は、定例早朝例会を 昼の例会
に変更 ホテル精養軒にて、点鐘 12：30 今年最後の
例会となりますので、皆様のご出席をお願い致します。 

高瀬建夫親睦委員長が 
「年末家族会」開会宣言を
行いました。 

 

 

 

 

市川直前会長が 3 つの願
いを込めた「乾杯」で会
が始まりました。 


