
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1407回 （本年度 2 回） 

平成 29年 7月 20日（木）  
 

点  鐘  高瀬 建夫  会 長 

司  会   小林 正樹  会場監督 

斉  唱  「4 つのテスト」 

会員出席報告 宮崎 玲児 親睦･出席委員長 

欠席者：今井会員、内藤会員、坂本会員、髙木会員、 

渡久地会員、都倉会員 
 

お客様紹介 高瀬 建夫  会 長  
 
いつもありがとうございます。 ♪ 

 小川 湧三様（川崎鷺沼ＲＣ） 
倫理法人会の例会後、ご参加頂きました。  

 
 

ニコニコ報告  宮崎 玲児 親睦委員長  
◆小川 湧三様（川崎鷺沼ＲＣ） 

 お世話になります。 

◆高瀬 建夫 会長 ・河合 束 幹事 
 梅雨明けが宣言されました。直後は猛暑が続くそうで

す。お身体にご自愛下さい。今日はクラブ協議会です。
皆さん活発な発言をして下さい。  

◆市川 功一 会員 
 江口さん、先日は来月の卓話者の会社に同行して頂き、
ありがとうございました。 

◆戸張 裕康 会員 
 先日、母校の大師高校が夏の選抜神奈川大会で、ずっ

と目標にしていた桐蔭学園さんに４対３で勝利しま
した。ここまで３０年かかりました。桐蔭さんの分ま
で頑張ります。 

◆ＳＡＡ一同 
 本日のクラブ協議会、皆様にとってもクラブにとって

も実りある会でありますように。 

◆親睦委員会一同 
 梅雨も明けました。暑い日が続きますが、体調に気を

つけて頑張りましょう。  
「みんなニコニコ」  
小泉 正博 会員・堤   研司 会員・山本 剛 会員 
江口  進 会員・徳安 久是 会員・若狭 滋則会員 

 

委員会報告  小林 正樹 研修委員会副委員長 
 
先週木曜、地区の研修

委員会に参加。57クラ

ブの方々がどのよう

な研修の取り組みを

しているかを知る機

会となった。例えば、

川崎北 RCは、新入会

員に対して、会長幹事

研修委員長が例会前

に一時間ロータリー

の基本を教える時間

を設けている。歴史、基本的考え等がテーマ。ロータリ

ーに対する憧れを伝えることが目標だそうです。川崎北

RC独自のロータリー読本を作成しており、これを教科

書としている。川崎宮前 RCは、ロータリー手帳を活用

しているそうです。その他、いろいろな意見が出ました。

総括として、箕田パストガバナーは、ロータリーの魅力

を至る所で語って欲しいとお話になりました。魅力を伝

える研修が大切であると。最後に内藤ガバナー補佐がお

話にになったキーワードは、各クラブの先輩方にあり、

ということでした。 

 

クラブ協議会  高瀬 建夫 会長 

2016年に RI規定審議会で、規則が緩和されてクラブの

主体性が重視されるようになりました。現に会費、例会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２８名 １８名 １０名 ７５.００％ 

前々回(6月 2日)欠席 6名 Make up 3名 １００％ 

ニコニコボックス 本日 13,000 円 累計 46,000 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計     0 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木曜日 PM12:30～ 第３木曜日 AM7:30～ TEL:044-711-8855 
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会長・高瀬 建夫  幹事・河合 束  会場監督・小林 正樹  会報委員長・神谷 直  

事務所・〒211-0063 川崎市中原区小杉町 3-70-4 ホーユウパレス武蔵小杉 104 
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『ロータリー：変化をもたらす』 Rotary：Making A Difference 

ＲＩ会長 イアン・ライズリー 第２５９０地区ガバナー 湯川孝則 



数が変わりました。これを機会に、当クラブも改革し、

いいクラブにしていきたいと思います。長期計画と委

員会活動の整備をしないといけない。ロータリーの理

解を深めるために、例会に出席し、先輩から学んで欲

しい。そして、何よりも寛容の精神をもって、仲間に

接すること。また、例会が月 2回になったので、出席

を大事にして欲しい。最後に、増員増強にも力を入れ

たい。 
 

クラブ奉仕委員会  若狭 滋則 副会長 

月 2回の例会になったので、どのように委員会活動を

活発化させるかがポイント。それぞれの委員会からの

発表をお願いします。 
 

出席親睦委員会  宮崎 玲児 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会の回数が減るので、例会の充実を図る必要がある。

中原ロータリーは、例会での生演奏や記念行事での合

唱があったり、音楽というのが特徴かと思うので、そ

の点に配慮したいと思う。また、旅行も少なからず希

望があるように思うので、秋に行ければと考えている。 
 

クラブ会報委員会  神谷 直 委員長 

会報の充実を第一に考える。少しずつ工夫がしたいと

思ったので、今回分は、皆出席の記録を掲載してみた。

会報委員の中での分担は、月ごとに担当制として、担

当者が会報の編集作業に責任を持つ体制にした。そう

することで、委員会全員が会報の作成に慣れて、また、

ロータリーの理解にもつながるのではないかと思って

いる。 
 

プログラム委員会  江口 進 委員長 
例会の回数が

減ったので、

これまでの卓

話の伝統を維

持しながら、

その充実を図

りたい。早速

ですが、8月 3

日、市川さん

のご紹介で、

船木様に卓話

をお願いして

おります。皆様のご協力、ご紹介で、卓話を充実さ

せたいと思っています。 

 

会員増強委員会  戸張 裕康 委員長 
 
友の会から若手の

メンバーを何名か

クラブの方にご招

待できればと考え

ている。 

また、具体的なと

ころでは、武蔵新

城にある会社の社

長に話をしている。 

 

 

 

クラブ活性化委員会  市川 功一 委員長 

例会の回数が少なくなっても、例会の質を上げることが

最重要課題であると認識している。そのためには、プロ

グラム委員会、クラブ奉仕委員会と連携しながら、例会

の充実をはかる。 

また、地区方針の

「ともに語ろう

ロータリー」では、

当クラブのコミ

ュニケーション

のよさを発揮し、

よいクラブライ

フを実現のため

の会員アンケー

トを実施したい。

若い会員が入っ

てよかったと思

えるクラブにしたい。活動計画書の６０ページをみると

平成２４年以降入会の人が約半数になる。いい意味での

新陳代謝ができている。このタイミングで、例会を月２

回にしているので、例回数が減っても内容は充実してい

るというクラブにして、ますます発展させていきたい。 

 

◇ 小泉 正博 会長エレクトより コメント 

戸張さんがお話になったように、増強は会員全員の問題。

各人がそのつもりで

声を掛けていく必要

がある。他人事ではな

く、絶対に自分も新入

会員を呼ぶという意

識をもっていく必要

がある。ロータリーを

理解する上で研修は

欠かすことができな

い。新しい人が会長・

幹事をスムーズに行

うことができるよう、

研修を充実させる必

要がある。 



職業奉仕委員会  神谷 直 委員長 

職業奉仕委員会の活動として具体的に何をするかは、

まだ未定です。私自身会報委員会の委員長もしており、

まずは会報委員会を軌道に乗せることを考え、その後、

職業奉仕委員会の活動を考えたいと思っております。

悩んでいるのは、ロータリーでは職業奉仕が重視され

ているが、ロータリー自体職業奉仕以外に社会貢献的

な活動を数多くやっており、その中で職業奉仕として

どのようなテーマを実践したらいいか私自身よくわか

っていないのが正直なところ。以前配布された「ロー

タリーの根幹 職業奉仕の理念」という冊子を参考に、

新しいメンバーが共有できるようなテーマを考えたい。 

 

社会奉仕委員会  東出 隆裕 委員長 

入会してまだ２年目ですが、社会奉仕委員会委員長を

拝命しております。地区の補助金を申請して、何かの

社会奉仕活動

をと考えて取

組んでみまし

た。個人的に、

子供の貧困問

題が関心あっ

たので、その

線で川﨑市の

子供未来局に

問い合わせて

みた。そこで

子供食堂を経

営している方に話を聞いてみた。ただ、実際には補助

金の申請には結びつかない案件かと思われた。鈴木会

員のアドバイスを受けながら、新規事業を模索中。継

続事業については、中原ロータリークラブの取組みを

継承していいきたい。 

 

会長報告 高瀬 建夫 会長（８月３日分）  
１. 理事会の報告 
 

２．地区より、2019 年規定審議会「制定案」と 2018

年決議審議会「決議案」の提出について文書が届

いております。 （抜粋）  
  ＲＩの立法機関である規定審議会が、次会 2019 年に

開催されます。2019 年規定審議会に提出する制定案 

及び 2018 年決議審議会（2017 年より実施）に提出

する決議案の提出を検討されているクラブにおかれ

ましては、2016 年手続要覧ＲＩ定款 10 条、ＲＩ細

則第 7 条をご確認の上、速やかに手続きを進め、提

出期限 2017 年 9 月 15 日(金)までに地区宛にご提出

ください。との事です。  

※詳細につきましては、資料をポスティングしますの

で、ご覧下さい 
 

３．川崎中 RC より、創立 45 周年記念式典のご案内 

  日時：2017 年 10 月 17 日(火)  

点鐘 15：00  祝賀会 17：00 

  会場：ホテル精養軒  登録料：1 万円 

 ※9 月 5 日までに 登録の確認をとらせて頂きます。 
  

幹事報告 河合 束 幹事（８月３日分） 
 
１．地区からの来信 

①平成29年7月九州北部豪雨 被災地支援への協力依

頼の文書が届いております。（理事会にて検討） 
 
②ロータリー青少年交換学生受入に関し、8月5日のホ
ストクラブ説明会での配布資料がデータベースで届
いております。従前、配布資料につきましては、ベ
ースでお配りしておりましたが、今後記入する際に
便利であることや紛失リスク回避のために、データ
ベースでお送りさせていただきますので、保存の上、
活用いただければとの事です。 

※会長、幹事、青少年奉仕委員長、青少年交換学生カ
ウンセラー宛にメールを転送させて頂きました。 

 
③ＲＬＩ（ロータリーリーダーシップ研究会）開催のご

案内が届きましたのでポスティングさせて頂きます。 

 日 時：2017年9月10日(日) 8：30～16：30  

場 所：聖光学院中学高等学校 
 

④社会奉仕活動に関するアンケートへの協力依頼の文 

書と調査用紙が届いております。 

※東出社会奉仕委員長、ご対応お願いいたします。 
 
⑤第16回ロータリー全国囲碁大会のご案内 

 日時：2017年10月14日(土) 10：00点鐘 

 会場：東京市ヶ谷の日本棋院本院1階 対局室 

※参加ご希望の方は、事務局まで 
 

⑥ロータリーレートのお知らせが届いております。 

 8月も7月から変更なし １ドル＝１１１円です。 
 
⑦2017-18年度地区研修･協議会の報告書が届いており 

ます。委員会活動に活かしていただければと思います。 
 

２．他クラブ例会臨時変更 

●川崎大師RC 8月9日･16日(水) 休会 

●川崎西北RC  

8月10日(木)  川崎信用金庫登戸支店 点鐘12：30 

8月17日(土) 休会 

8月31日(木) 夜間例会 柏屋    点鐘18：30 

●川崎西RC 8月11日(金)  休会 

●川崎麻生RC  

8月11日･18日(金) 休会 

8月25日(金) 琴平神社にて納涼会  点鐘17：30 

●川崎中RC 8月15日･29日(火) 休会 

●川崎南RC  
8月15日･9月19日(火)  休会 
8月29日(火) 中華街 萬珍楼    点鐘18：30 

●川崎百合丘RC 8月15日(火) 休会 
 
３．他クラブ会報の回覧  川崎宮前RC 
 
４．2017-18年度 活動計画書をお送り頂きました。 

川崎大師RC、川崎鷺沼RC、川崎宮前RC ※回覧 
 

【プログラムの予定】 
 

8月 24日(木) 精養軒 点鐘 7：30（早朝） 

 
クラブフォーラム(青少年奉仕) 
2016-17青少年交換学生 
岩木みすずさん 帰国報告 

8月 31日(木) 
研修会開催 18：30～20：00 

メゾン･ド･バッハ ７階（宮崎台駅） 

    予定 卓話:三間悌司様（川崎西 RC） 


