
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1386回 （本年度 24回）  
平成 29年 1月 26日(木) 早朝例会 
 
職業奉仕月間  

点  鐘  戸張 裕康 会長 
 

司  会  江口 進  会場監督 
 

斉  唱  「四つのテスト」 
 

会員出席報告  東出 隆裕 出席・親睦委員 

欠席者：今井会員、坂本会員、高木会員、堤会員 
 

ニコニコ報告  東出 隆裕 出席・親睦委員 
 
◆戸張 裕康 会長・都倉 八重子 幹事 
 今朝はとても寒いですﾈ。東京、横浜では－2℃。長
野県の菅平では－23℃だそうです。今日のテーマは
30 周年に向けてです。山本実行委員長、宜しくお
願い致します。  

◆SAA一同 
 久し振りの早朝例会ですﾈ。30 周年の打ち合わせ、
皆さん宜しくお願い致します。 

 
◆親睦委員一同 
 今朝はかなり冷え込んだ朝でした。皆さん体調には
十分気をつけてお過ごしください。 

 
「みんなニコニコ」  
徳安 久是 会員・若狭 滋則 会員・鈴木 次男 会員 
小泉 正博 会員・市川 功一 会員・工藤 和弘 会員 
高瀬 建夫 会員・島田 叔昌 会員   

 
 
 
 
 
 
 
 

30 周年記念式典に向けて 
 

山本 剛 30 周年記念実行委員長 
 
山本実行委員長より、打ち合わせ事項として 

下記の要件の説明がありました。 
 
1. 記念事業   

・中原中学校への楽器の寄付 

・R財団・米山奨学会への寄付 

・東日本・熊本の震災への寄付 

・川崎市パラプーブメントへの寄付 
 

2. 記念式典への参加人数は 220名までとする。 

（来賓、一般招待者、会員、家族他） 
 

3. 会費は 10,000円とする 
 

4. アトラクションも予定 
 

5. 30周年記念式典の目玉として 

「小泉進次郎衆議院議員の講演」の決定 
 
以上が大まかなものとして報告され、式典プ 

ログラム案、予算案、来訪者リストなどが検討

されました。  

また、各担当別に 

《総務委員会》 

《登録委員会》    

《式典・祝賀会委員会》 

《記念事業委員会》 

があり、個別に詳細にわたって検討中であると

の事でしたが、今回は《記念事業委員会》の報告

を記載いたしました。 

◆記念事業委員会報告 

記念誌の作成に当たっては、今流に DVDの件も

検討致しましたが、冊子の方が記憶あるいは記念

に残るという事で従来の記念誌のようにしたいと 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２６名 １８名 ８名 ８１.８２％ 

前々回(1月 11日)欠席 14名 Make up 5名 80.95％ 

ニコニコボックス 本日 12,000 円 累計 457,000 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 65,000 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 



 

考えています。そして、20周年の時を基本とし、そ

れぞれの周年記念誌の良い処を取り入れたいと考え

ています。大きさは、A4版で、ご挨拶「会長・実行

委員長・スポンサークラブ会長・エイド代表」の他

に、仁上名誉会員他当クラブの会員から「30周年に

向けて」という題で、5～6名の人達からの寄稿をお

願いしようと思っています。そして、クラブ会員紹

介の件ですが、守秘義務という事で写真と名前ぐら

いしか載せていなかったときもありますが、我々は

職業人でありますので、各自の職業（職業分類も含

めて）や事業所の場所、事業所の連絡先は載せた方

が良いのではないかとの意見がありますが、皆様の

意見は如何でしょうか。年譜なども会報を利用して

工夫をしてみたいと思っていますが、今回は 10年分

になりますので、全部は無理ですが、記憶に残した

いものを吟味してやりたいと思います。写真は業者

にお願いしてそつのないようにしたいと思っていま

すが、それとは別に、各個人が撮った写真はまとめ

て CDに収めようと思っています。そして、会員の皆

様の中に、ビデオをとってもいいよという方が居ま

したら、ぜひお願いしたいと思っています。これも

クラブ内で CDを作成し、皆様にお配りしたいと思っ

ています。皆様のご協力、宜しくお願い致します。 

 

会長報告 戸張 裕康会長（2月 2日分） 
１．臨時理事会報告 

2 月 16 日(木) の例会を、東京ドーム世界らん展

への職場訪問移動例会と致します。 

11 時 30 分 後楽園飯店に集合後、例会 承認 

 ※詳細は、ご案内をご覧ください。 
 

２．会長･幹事会の報告 
 

３. 地区からの来信 

 ①4 月 22 日開催の「ロータリー経営大講演会」 

一般の方向けのチラシが届いております。 

経営大講演会の目的は、広報･公共イメージの向

上及び会員増強にもありますので、入会候補者

あるいはロータリアンに相応しい方々への招聘

に積極的にご活用下さいとの事です。 

※ お一人 3 枚ポスティング 
 

 ②2 月のロータリーレートは、１ドル＝116 円と

のお知らせが届いております。  
  
４．ロータリー財団 及びロータリー米山記念奨学会

より、確定申告用の寄付金領収書が届きました

のでお渡し致します。  

※本日ご欠席の方には郵送させて頂きます   
 

５．他クラブ例会臨時変更  
●川崎大師 RC    

2 月 22 日(水) 創立記念例会 点鐘 18：00 

横浜ﾍﾞｲｼｪﾗﾄﾝ＆ﾀﾜｰｽﾞ 3F「彩龍」 

 

 

●川崎北 RC   

3 月 1 日(水) 移動例会 点鐘 12：30 

富士通川崎工場ラウンジ 

 3 月 8 日(水) 移動例会   点鐘 12：30 

ﾖｺﾊﾏｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ 2 階「ｱｼﾞｭｰﾙ」 
 

 3 月 29 日(水) 休会 

 

６．他クラブ会報の回覧  本日は、ございません。 

 

７．次週 2 月 9 日(木)例会前 11 時より理事会を開催 

致します。 

理事･役員各位のご出席をお願い致します。 

  2 月 9 日(木) 全会員参加のクラブ協議会を開催

致します。 

今後のクラブ運営について話し合いを行います

ので、お繰り合わせの上ご出席下さい。 
 
 
【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26】 

ロータリーの中にあるもの、それは善行だけでは

ありません。善行というのは、その下に隠された

何ものかが外に姿を現したにすぎないのです。 

ロータリーの沢山の善行のかげには、目に見えな

い力が働いているのです。それは善意の力です。

この世界で最も強い力の中には、目に見えないも

のがあります・・・ 

私たちの呼吸する空気にせよ、目には見えません

が、私たちの生命を支えてくれるのです・・・ 

ロータリーの沢山の善行のかげにも、目に見えな

い力が働いているのです。それは善意の力であり、

その善意の力によってロータリーは存在している

のです。 

（ロータリーへの私の道） 

2 月 9 日（木） H 精養軒 12：30 ～ 13：30 

昼例会：理事会 
クラブ協議会（全会員参加） 

今後のクラブ運営について話し合い 

2 月 16 日(木) 後楽園飯店 集合 11：30 

 

職場訪問 移動例会 

後楽園飯店にて移動例会後、 

東京ドーム「世界らん展」見学 

2 月 23 日(木) H 精養軒 12：30 ～ 13：30 

昼例会 
「 30 周年に向けて」コーラス

の練習（ご家族参加）  


