
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1424回 （本年度 19回） 

平成 30年 4月 5日（木）    

開会点鐘  高瀬 建夫 会長 

司  会   工藤 和弘 会員 

斉  唱  「君が代」「奉仕の理想」 

会員出席報告 東出 隆裕 親睦委員 

欠席者：会田会員、今井会員、宮崎会員、髙木会員、内藤会員 

     

お客様紹介 高瀬 建夫 会 長 
 
◆宮崎 秀樹 様（川崎北ＲＣ） 

   
お祝い おめでとうございます♪ 
 
大塲 秀幸 会員（S15.4.24生） 

若狭 滋則 会員（S20.4.17生） 

堤 研司 会員（S37.4. 4生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ報告   

◆宮崎 秀樹 様（川崎北ＲＣ） 

こんにちは。お邪魔します。 

◆高瀬 建夫 会長・河合 束 幹事 

スポーツ満載の春です。高校野球は終わりましたけど

プロ野球、大谷選手の活躍、そして今日からマスター

ズゴルフが始まります。 

テレビの前からも離れられません。 
 

 

◆河合 束 会員 

大塲和尚、お久しぶりです。「ガン」が完治したそう

でおめでとうございます。 

「ロータリーの友」4月号にインドのポリオワクチン

投与の記事があります。 
 

◆小泉 正博 会員 

今日、次年度へ向けての第1回目の被選クラブ協議会

です。宜しくお願い致します。 
 

◆島田 叔昌 会員 

下咽頭がんの治療のため長期間休みました。寿命が尽

きるまで頑張ります。よろしくお願いします。 
 

◆都倉 八重子 様 

3月7日、台湾の「台北中山ロータリークラブ」を訪問

し、バナー交換をして参りました。当日は6クラブ合

同例会で、100名以上の会員さんの中には日本語を話

せる人も多く、また若い会員さん達も多い活気のある

楽しい例会でした～！ 
 

◆小林 正樹 会員 

工藤支店長、大変お世話になりました。涙！ 

宮崎さん、ようこそお越しくださいました。 

大塲先生、お元気そうで何よりです。 
 

◆研修委員会 

過日の研修会、多くの皆様のご参加有難うございました。 
 

◆ＳＡＡ一同 

小泉会長エレクトの次年度に向けてのお話し、心して

拝聴させて頂きます。 
 

◆親睦委員会 戸張 裕康 会員・東出 隆裕 会員 

今日は近隣小中学校の入学式です。桜は散ってしまい

ましたが頑張ってほしいです。 

大塲さん、ようこそ、久しぶりです。ファイナルも来

てくださいね。 
 

「みんなニコニコ」 

若狭 滋則 会員・市川 功一 会員・山本  剛 会員 
大塲 秀幸 会員・渡久地政房会員・工藤 和弘 会員 
江口  進 会員・徳安 久是 会員・坂口 精一 会員 
堤  研司 会員・Mr. SUZUKI 会員 
 

 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２８名 ２３名 ５名 ８２．１４％ 

前々回(３月１日) 欠席８名 Make up ３名 ８８．４６％ 

ニコニコボックス 本日 26,577 円 累計 432,585 円 

記念日ニコニコ 本日 15,000 円 累計 105,000 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木曜日 PM12:30～ 第３木曜日 AM7:30～ TEL:044-711-8855 
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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 



委員会報告 
 

青少年奉仕委員会 市川 功一 委員長 

新日本学園の施設見学が4月12日にあります。10時に

現地集合でお願い致します。 

東日本大震災チャリティコンサートの申し込みをま

だ行っております。ご興味のある方は例会終了後にお

声掛けください。 
 

研修委員会 小林 正樹 副委員長 

3月29日に第3回研修会を行いました。14名の方々にご

参加いただき、小泉会長エレクトにお話しをしていた

だきました。第4回は5月末に行う予定です。多くの

方々のご参加をお待ちしております。 
 

第1回 被選クラブ協議会(2018-19年度) 
 
【2018-19年度 国際ロータリー テーマ】 
 
＜英 語＞ BE THE INSPIRATION 

＜日本語＞ インスピレーションになろう 
 

 2018-19年度国際ロータリー会長バリー・ラシン氏は

国際協議会において「何か大きなことに挑戦しようと

いうインスピレーションを、クラブやほかのロータリ

アンに与えてください。自分よりも長く、後世にも生

き続けるものを生み出すために、行動を起こす意欲を

引き出していただきたいのです」とご講演され国際ロ

ータリーのテーマとして「インスピレーションになろ

う」と発表されました。 
 

【地区方針について】 

＜ テーマ ＞ それぞれが輝くロータリー 

＜サブテーマ＞ 自らの行動で 
クラブの可能性を拡げよう 
 

国際ロータリーのテーマを踏まえ、次年度の地区テー

マを掲げ、7項目の地区方針が決まりました。 

１．魅力あるロータリークラブ創りに向けて変革に取

り組む 

２．研修の拡充と各会合や事業への積極的参加 

３．会員増強とクラブ拡大 

４．公共イメージと認知度の向上 

５．ロータリー財団に対する理解と寄付のお願い 

６．ロータリー米山記念奨学事業への理解と寄付の 

お願い 

７．ロータリークラブ対象のロータリー賞に挑戦 

それぞれのクラブが自分達の特徴を活かした個性的で

独創的な奉仕活動を発案し、メンバー全員で実行に移

し、自らのクラブで可能性を拡げることが大切である

と考えます。 
 
～国際ロータリーのテーマ“インスピレーションにな

ろう”と地区方針について～ 

ガバナーエレクト 金子 大 様 より抜粋 

 

【会長方針について】 

小泉 正博 会長エレクト  
次年度は“ロータリーへの意識の向上”ということ

を常に考えながら 1年を過ごしたいと思っています。 

当クラブは設立から 30年経ちました。世の中も、私を

含めどこに行っても年を取られた方が多くなっていま

す。先日、研修会の後に若い人達と話をして感じたこと

があります。私達はアグレッシブに物事を進めるという

ことより、保身に走っている、守りに走っている。こう

いう状況かと思います。40代の人達に比べると物足り

なさを感じるし、発想はどことなく保身からくる発想。

世の中全てとは言いませんが、そんな傾向があると思い

ます。我々クラブも 30年経ち、それに近い形で運営さ

れているのではないか。人任せ、出来る人がやれば良い

というような状況で推移しているのではないか。出来な

い人もいらっしゃるのでそれを考慮したとしても、ロー

タリーに対する執着力がなくなってきている。なんとな

く来てなんとなく帰る。せっかく入会したのに、そんな

人達にインパクトがないから、ロータリーが何かわから

なくなってきている。企業、事業を順調にやってきてい

るということは職業奉仕をしているということ。世のた

め、人のためになっているからこそ生延びてきている。

一所懸命職業をやって邁進し、その中で不安を抱え悩み

ながらやっている。私も二十数年前はそうでした。しか

し、今は悩みが全く違います。でもロータリーはそれで

は駄目なんです。先日、地区研修協議会に出席をして、

もう一度考えなくてはいけないと改めて思いました。今

の状況のままではクラブは立ちいかなくなる。今後、ク

ラブが品格を持ってキチッと運営していくためには、各

自がロータリーの意識を向上をしなければできない。 

ある人が『もう少し長い目でみてやろうよ』と言いまし

た。それはとてもキレイでステキな事だと思います。し

かしながら私は、じゃあ、そのための打開策を打ってい

るのか。そこに問題があると思っています。のほほんと

して何もせず「もう少し余裕を持って見ていましょう」

では、クラブがなくなってしまします。 

ロータリーの意識を高める。この川崎中原ロータリー

クラブを維持して、このクラブでロータリーをやってい

きたいと思ったら、おのずと答えが出てくる。やはり会

員増強をすることです。会員増強すれば、会費も安くな

りロータリーの質も上がっていきます。 

今回、今後のロータリーを見極める為に会長と言う職

が回ってきたのだと思っています。私は川崎中原ロータ

リークラブが大好きで、このクラブのために身体を張っ

てやってきたつもりです。 

皆様のロータリーの意識向上を願い、各委員会活動、

クラブ奉仕、自身の事業繁栄とともに、皆様とたくさん

のことを分かち合いながら、勉強しながらやっていきた

い。 

“ロータリーへの意識の向上”これを目標に掲げ、 

次年度はやっていきますので皆様よろしくお願い致し

ます。 
 



会長報告 髙瀬建夫 会長（4 月 19 日分） 
 
１．新横浜 RC より、南アフリカ学習者支援について

のお礼とご報告が届きましたのでお渡し致します。  

河合 束会員、市川功一会員 
 
２．第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ現･次期合同会長･幹事会のご案内が

届いております。 

  日時：2018 年 5 月 9 日(水) 18 時～   

場所：とうふ屋うかい 鷺沼店 

 ※現・次年度の会長･幹事で出席して参ります。 
   

幹事報告 河合 束 幹事（4 月 19 日分） 
 
１．地区からの来信 

①2017-18 受入学生近況報告・2018-19 派遣学生オ

リエンテーション開催のご案内が届いております。 

 日時：2018 年 4 月 28 日(土) 14：00-16：00   

場所：小机幼稚園 
 
②横浜南 RC・新横浜 RAC 合同「第 11 回たばこの

吸い殻拾い＆ウォーキング」開催のご案内。 

■たばこの吸い殻拾い＆ウォーキング 

日時：2018 年 4 月 29 日（日）10:00〜12:30  

登録開始：9:30〜 

場所：蒔田公園（集合）〜横浜公園 

登録料：無料（交流会は別途必要） 

■交流会 

時間：13:00〜15:00   

場所：ハーバーズダイニング※別図参照 

登録料：RC: 4,000 円/ RAC:2,500 円/ IAC・YE: 

1,000 円/ OB・OG: 4,000 円 

上記以外の方一般: 1,000 円/小学生以

下: 0 円/ 顧問教諭：2,500 円 
 

２．他クラブ例会臨時変更 

●川崎鷺沼RC  

4月18日⇒20日(金) 4ｸﾗﾌﾞ合同研修セミナー  

ﾎﾃﾙKSP  点鐘18：00 

4月25日-26日 職場訪問･親睦旅行 

         ：明治村･トヨタ博物館 

      例会：長良川温泉 

「ホテルパーク」点鐘18：00 

5月30日⇒29日(火) 献血奉仕活動  

川崎宮前RCと合同 宮前保健所前 9：30～ 

●川崎幸RC  

4月20日(金) 立川 防衛省航空装備研究所 

5月4日(金) 休会 

●川崎ﾏﾘｰﾝRC  

5月3日(木) 休会 

5月17日(木) 川崎･川崎ﾏﾘｰﾝ合同例会 

川崎日航ﾎﾃﾙ 点鐘12：30  

●川崎西RC 5月4日(金)・6月29日(金)  休会 

●川崎RC 5月3日(木)・31日(木) 休会 

●新川崎RC  

5月16日(水) 夜間移動例会 みやだい倶楽部

 点鐘18：00 

5月30日(水) 休会 
 

３．他クラブ会報の回覧   

川崎中 RC  川崎とどろき RC 

４．5 月 10 日(木) 例会前 11：00 より、理事会を開催

します。 理事役員の皆様ご出席をお願い致します。 

 

 

台北中山ロータリークラブとバナー交換 

（2018年 3月 7日 台湾にて） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ＲＣ合同ゴルフコンペ 
（2018 年 4月 6日 本厚木カンツリークラブにて） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新日本学園 施設見学 
（2018年 4月 12日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


