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第 1429 回 （本年度 24 回）
平成 30 年 6 月 21 日（木）
ファイナル例会：二子玉川エクセルホテル東急
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「我らの生業」
会員出席報告 宮崎 玲児 親睦委員長
本 日

会 員 数
２９名

出 席
２５名

欠 席

出 席 率

４名

８９．２９％

前々回(5 月 17 日) 欠席 9 名
Make up 4 名
欠席者：江口会員、髙木会員、戸張会員

８８．４６％

ゲスト・ご家族 紹介

宮崎 玲児 親睦委員長

◆都倉 直子 様（川崎西ＲＣ）
◆韓
喬 君（米山奨学生）ご家族様
◆Allen 君（青少年交換学生）
◆原
昌代 様（友の会）
◆原
晃子 様（友の会）
◆川崎 教子 様（友の会）
◆原 正子 様（元会員奥様）
お礼のご挨拶
◆Allen 君（青少年交換学生）
皆さんこんにちは。
私は去年の8月、台湾か
ら留学生として来日し
ました。来月の30日に
帰国します。この1年間
は本当に早く、出来な
かったこともたくさん
あり少し残念に思って
います。来月20日まで
川崎市立橘高等学校に
通います。そして帰国
後2年間学校に通い、卒
業したら日本の大学に入りたいと思います。1年間本当に
色々な人にお世話になりました。皆さんとても親切でし
た。またロータリーの様々なイベントに参加することが
できとても楽しかったです。本当に有難うございました。

ニコニコ報告

坂本

耕一

親睦委員

◆高瀬 建夫 会長・河合 束 幹事
10回戦っても1回も勝てない。スポーツって面白い。
今日は待ちに待ったファイナル例会です。思いっきり楽
しみましょう。 1年間有難うございました。

◆ＳＡＡ
小林 正樹 会員 若狭 滋則 会員 工藤 和弘 会員
今年度、高瀬会長、河合幹事並びに会員皆様のお力添え
により、終始スムーズな例会運営に努める事が出来まし
た。1年間有難うございました。

「みんなニコニコ」
井元さん、中村さん、ようこそ川崎中原 RC へ。
これからよろしくお願いします。
山田 一之 会員・坂本 耕一 会員・市川 功一 会員
小泉 正博 会員・宮崎 玲児 会員・山本
剛 会員
神谷
直会員・徳安 久是 会員・島田 叔昌 会員
大塲 秀幸 会員・都倉八重子会員・今井
敬会員
渡久地政房 会員・中村 敏史 会員・内藤 松雄 会員
井元 雄一 会員・東出 隆裕 会員・ Mr.SUZUKI 会員
坂口 精一 会員・堤 研司 会員
ニコニコボックス

本日

25,000 円

累計

545,810 円

記念日ニコニコ

本日

0円

累計

140,000 円

退任挨拶

河合

束

幹事

今年度、今までと違う
のは例会が半分、月に 2
回になったことです。さ
びしいと思う反面、卓話
などは充実していたの
ではと思います。大変だ
ったことは青少年交換。
例年ですと 1 年間クラ
ブを移動するというこ
とはなかったのですが、
今年から制度が変わり、
前半を中原ＲＣ、後半を
横浜旭ＲＣで過ごしホストファミリーは 5 か所、かなり
忙しく手間のかかる事もありましたが、色々な経験が出
来て良かったと思っています。1 年間有難うございまし
た。

退任挨拶

高瀬

建夫

会長
まず最初に、昨年11
月首を痛め2カ月ほど
休会しまして皆様には
ご迷惑をおかけ致しま
したことお詫び申し上
げます。
今年度は月2回の例会
ということでやってき
ました。最初の頃は心
配でしたが皆さんの理
解と協力で無事に行う

事ができファイナル例会を迎えることができました。
大したことは出来ませんでしたが自分の中で納得のい
く1年でした。本当に皆さんに感謝致します。1年間有
難うございました。

2018-19年度
川崎中原ロータリークラブ
ファイナル例会
山本
島田
若狭
市川
〃
中村

高瀬 建夫 会長
小泉 正博 次）会長
徳安 是久 次）幹事
米山奨学生 韓 喬君
〃
ご家族様

河合 束 幹事
〃
ご家族様
鈴木 次男 会員
〃
ご家族様
交換学生 アレン君

剛 会員
叔昌 会員
滋則 会員
功一 会員
ご家族様
敏史 会員

友の会 原 昌代 様
友の会 原 晃子 様
友の会 川崎 教子 様
元会員奥様 原 正子 様
東出 隆裕 会員

山田

一之 会員
ご家族様
小林 正樹 会員
〃 ご家族様
会田 公雄 会員
〃 ご家族様

大塲 秀幸 会員
坂本 耕一 会員
坂口 精一 会員
渡久地 政房 会員
〃 ゲスト

都倉 八重子 会員
川崎西 RC 都倉直子様
内藤 松雄 会員
〃 ご家族様
事務局 岩崎
堤 研司 会員

井元 雄一 会員
〃 ご家族様
〃 お子様
〃 お子様
〃 お子様

宮崎

神谷 直 会員
〃 ご家族様
〃 お子様
〃 お子様

〃

玲児 会員
〃 ご家族様
〃 お子様
今井 敬 会員
〃 ご家族様
〃 お子様

報告事項

徳安

久是 幹事（7月5日分）

１．７月の理事会報告（議事録は、第 2 例会で配付）
２．中原区役所より、中原区「社会を明るくする運動」
のご案内と協賛金の依頼がきております。
日時：2018 年 7 月 19 日(木) 13：30～16：00
場所：川崎市中原市民館ホール
３．地区からの来信
①2017-18 年度ガバナー湯川孝則様より、年度無事
終了の礼状を頂戴しております。
②当クラブで申請しておりました「NPO 法人あいけ
あ支援」の地区補助金が承認されました。＄2,030
③2018-19 年度 各クラブ委員長会議･セミナーにつ
いて、一部の委員会を統合して開催とのご連絡が
届いております。 地区行事出席への負担を軽減
すると共に、地区委員会間の横の連携を密にして
情報を共有し、より合理的かつ効果的に無駄が生
じないよう考慮したものとの事です。
変更前
7/10
7/20
議
8/7
8/23
8/28

戦略委員長会議
広報･公共イメージ向上委員長会
研修委員長会議
クラブ奉仕委員長会議
雑誌委員長会議

⇓
変更後

④クラブ基盤管理委員長会議 PartⅠ 開催のご案内
が届いております。
日時：2018 年 7 月 19 日(木) 15：00-18：00
会場：横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ５階
※出席対象者：会長・幹事、戦略委員長、研修委員長
長、クラブ奉仕委員長、広報･公共イメージ向上
委員長、Ｒの友委員長より、2～3 名

※クラブ委員会活動計画書持参のこと
４．2018 年 7 月のロータリーレート
１ドル＝１１０円 6 月から変更なし
５．川崎鷺沼 RC より、2018-19 年度例会に関する
ご連絡が届いております。
・第 1 週 点鐘 12：30～13：30
・第 2 週 点鐘 18：00～19：00
・第 3 週 点鐘 18：00～19：30
・第 4 週 休会
６．他クラブ例会臨時変更
●川崎鷺沼 RC
7 月 18 日(水)
二子玉川ｴｸｾﾙﾎﾃﾙ東急 点鐘 17：10
●川崎大師 RC
7 月 25 日(水)
暑気払い移動例会「食道園」
●川崎南 RC
7 月 31 日(火)
横浜中華街「萬珍楼」点鐘 18：30
8 月 14 日・28 日(火)
休 会

７．回 覧
◇会報：新川崎 RC
◇活動計画書：川崎中央 RC 川崎北 RC
川崎西北 RC

7/19(木) クラブ基盤管理委員会 PartⅠ
8/23(木) クラブ基盤管理委員会 PartⅡ
※出席対象者：会長・左記各委員長から
両日とも 1RC につき 2 名
変更前
10/9 国際奉仕委員長会議
10/29 職業奉仕委員長会議
未定 社会奉仕委員長会議

⇓
変更後
10/9(火) クラブ奉仕活動部門委員長会
※出席対象者：左記各担当委員長から
1RC につき 1～2 名

今後の予定
７月 12 日(木) 研修会
18：00～ ジェクト(株)会議室
卓話：地区拡大･増強委員長 樋口

７月 19 日(木) 早朝例会
点鐘 7：30 ホテル精養軒
クラブ協議会にて新任挨拶

明 様

