
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1430回 （本年度 第 1回） 

平成 30年 7月 5日（木）  
 

点  鐘  小泉 正博 会 長 

司  会   小林 正樹 会場監督 

斉  唱 「君が代」「奉仕の理想」 

会員出席報告 江口 進 親睦委員長 

欠席者：今井会員、宮崎会員、渡久地会員 
 
 

お客様紹介 小泉 正博 会 長    

◆柳下 節子 様（川崎とどろきＲＣ） 
RI第 2590地区第 2グループガバナー補佐 

◆二村 政毅 様（福岡城東 RC） 

◆小島 徹  様（川崎中 RC 会長） 

◆貝田 充  様（川崎中 RC 幹事） 

◆井上 佳則 様（川崎とどろき RC） 

◆市川 郁雄 様（川崎とどろき RC） 

◆米山奨学生 韓  喬 君 
 

お客様ご挨拶 
 
◆柳下  節子 様（川崎とどろきＲＣ） 

RI第2590地区第2グループガバナー補佐 
 

2018-19年度 国際ロ

ータリー バリー・ラシ

ン会長は『インスピレー

ションになろう』という

テーマを掲げました。そ

れを踏まえ第2590地区 

金子大ガバナーは、地区

テーマを『それぞれが輝

くロータリー』サブテー

マを『自らの行動でクラ

ブの可能性を拡げよう』

としました。まさにこのテーマは川崎中原RCの掲げられ

たようなものだと私は思いました。2016年4月、国際ロー

タリー規定審議会において“クラブ運営に大幅な柔軟性

を”と打ち出されました。それにより様々な改革を試 

 

みている川崎中原RCそのものだと思います。 貴クラブが

今後大きな希望をもたらしてくださいますことを期待し

ております。 

私は1年間地区とクラブのパイプ役として会員の皆様に

寄り添っていきたいと存じます。ご指導ご鞭撻の程よろし

くお願い致します。 
 

◆小島 徹 様（川崎中 RC 会長） 

貝田 充 様（川崎中 RC 幹事） 

 
まず最初に、今年度は私どものクラブが担当となりまし

た。何かとご協力いただくことがあるかと思います。その

際はよろしくお願い致します。 

川崎中原RC 様にとって素晴らしい年度になります様

お祈り申し上げます。1年間どうぞ宜しくお願い致します。 
 

◆井上 佳則 様（川崎とどろき RC） 

市川 郁雄 様（川崎とどろき RC） 

 
先程、少しびっくりしました。君が代、ロータリーソン

グが生演奏なんですね。 

川崎中原RC様は独自の道を行かれているといつも感じて

おります。数年前までは私どもクラブと会員数は変わらず

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２９名 ２４名 ５名 ８８.８９％ 

前々回(６月７日)欠席７名 Make up ２名 ８８.８９％ 

 

 
 

 

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・小泉 正博  幹事・徳安 久是  会場監督・今井 敬  会報委員長・戸張 裕康  

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 
TEL.044-722-7282 FAX.044-722-0066 E-mail:info@nakahara-rc.com 

 

『インスピレーションになろう』 Be the Inspiration 

ＲＩ会長 バリー・ラシン 第２５９０地区ガバナー 金子 大 



親近感を覚えておりましたが、ここ数年で会員数がいつ

のまにか増え離されてしまいました･･･しかしながら私

どもも負けていられないと思っています。 

同じ第2グループ全体で会員増強を皆様のお力をお借

りして盛り立てていければと思います。川崎中原RC様の

益々のご発展と会員皆様のご健勝を心よりお祈り申し上

げます。1年間よろしくお願い致します。 

 

高瀬 建夫 直前会長・河合 束 直前幹事 

お疲れ様でございました！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホテル精養軒 様 

今年度もよろしくお願い致します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山奨学金 進呈 
    韓 喬 君、頑張ってください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ報告  江口 進 親睦委員長 
 

◆柳下  節子 様（川崎とどろきＲＣ） 

第 2590地区 第 2グループガバナー補佐 

新年度の挨拶に伺いました。1年間よろしくお願い致しま

す。小泉正博会長、徳安久是幹事、ご活躍を期待しており

ます。 

◆小島 徹 様（川崎中ＲＣ 会長） 

 貝田 充 様（川崎中ＲＣ 幹事） 
川崎中原RCの皆様にはいつも大変お世話になっており   

ます。本日は新年度のご挨拶に参りました。どうぞ1年間

よろしくお願い申し上げます。 

◆井上 佳則 様（川崎とどろきＲＣ 会長） 

 市川 郁雄 様（川崎とどろきＲＣ 幹事） 
新年度のご挨拶にお伺い致しました。1年間ご指導の程よ

ろしくお願い致します。 

◆宗澤 文良 様 

（川崎とどろきＲＣ  向富山 安楽寺住職） 
この度、富山二十九世住職 宗澤文山和尚が明治時代に安

楽時にて創設いたしました私立時習学校を紹介する展示

会が別紙チラシの通り川崎市民ミュージアムにて開催さ

れることに相成りました。是非ご高覧いただきたくご案内

いたします。 

◆小林 正博 会長・徳安 久是 幹事 

国際ロータリー2590地区第2グループガバナー補佐 柳下

節子様、川崎中RC会長 小島徹様、幹事 貝田充様、川崎

とどろきRC会長 井上佳則様、幹事 市川郁雄様、米山奨

学生 韓 喬君、ようこそいらっしゃいました。また、中原

RCの会員の皆様今日から新年度が始まります。 

1年のお付合いよろしくお願い致します。 

◆河合 束 会員 

小泉さん、徳安さん、1年間よろしくお願い致します。 

◆小林 正樹 会員 

小泉会長、徳安幹事の船出を祝し心よりお喜び申し上げま

す。本年度、研修委員長、SAAを仰せつかっております。

1年間皆様からのお力添えよろしくお願い致します。 

◆戸張 裕康 会員（国際奉仕） 

今年度から米山財団の寄付を封筒にて何回かに分けて集

めることとなりました。受付に担当者がいますので宜しく

お願い致します。今年度、ガバナー補佐、各クラブ会長、

幹事の皆様、ご指導宜しくお願い致します。 

◆ＳＡＡ  

小泉会長、徳安幹事の船出を祝して心よりお喜び申し上げ

ます。1年間皆様からのお力添え宜しくお願い致します。 

「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。 
 
市川 功一 会員・山本 剛 会員・会田 公雄 会員 
島田 叔昌 会員・若狭 滋則 会員・坂口 精一 会員 
神谷 直 会員・内藤 松雄 会員・髙木 謙太郎 会員 
 Mr.SUZUKI 会員・堤  研司 会員 

ニコニコボックス 本日 36,000 円 累計 36,000 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 0 円 



会長就任挨拶  小泉 正博 会長 
 

 まず最初に高

瀬直前会長、河合

直前幹事、役員の

皆様、委員長、委

員の皆様、1年間

お疲れ様でござ

いました。本来な

らゆっくりして

いただきたいと

ころでございま

すが、皆様には引

き続きご協力を

お願いすること

になります。 

 2016-17 年度 2650 地区刀根ガバナーが書かれたものを

もう一度読ませていただきます。 

『インスピレーションになろう』 

人の心に火を付けるリーダーになろう。あるいはロー

タリアンの心を奮い立たせよう。あるいはモチベーシ

ョンを高めるリーダーになろう。このように考えるの

は皆様どうでしょうか。インスピレーションになろう

という言葉はなかなかイメージしづらくピンと来ない

と感じる方もおられると思いますが、このように考え

れば皆様も納得できるのではないかと思います。 

2590 地区の金子ガバナーは『それぞれが輝くロータリ

ー』『自らの行動でクラブの可能性を拡げよう』と掲げ

ています。昨年位からクラブの自由化などと言われて

おりますが、お題目だけでは駄目です。動いて結果を

出さなくては駄目です。その結果で次に進むのか、後

退するのかを考え、また次に繋げる。これが重要です。 

我々クラブでは、朝昼夜の研修会、例会、例会は隔週

に変わりました。その中で制度的に無理がきているも

のも出て来ています。そういうものをどうクリアして

いくのかということが、これから問題になっていくの

ではないかと思います。 

例えば研修会を１回、例会を２回にしたことで、会員

同士の意思疎通が欠けてきているのではないかと考え

ています。以前は例会で会員卓話があり、その卓話を

聞くことでどのような仕事をしているのか、今何を考

えているのかなどが理解できていました。しかし例会 2

回になるとそのような時間もとれないので、会員同士

の繋がりが欠けてきているのではないかと感じていま

す。 

 ロータリークラブで一番小さい単位は委員会です。今

回会長就任にあたり各委員会と話をさせていただきま

した。私の方からも色々と話をし、注文もしました。

各委員会で何が問題なのか、Face to Face でお互いを

知るという意味も含め、ぜひ委員会活動をしてもらい

たいと思っています。 

 例会の形が変わりましたので、これから良いもの、悪

いものと様々な問題に直面すると思います。会員皆様

のご意見等を伺いながら、反省することは反省し、着実

に前に進んでいきたいと思っています。 

 充実した 1年になるよう頑張りたいと思いますので、 

皆様よろしくお願い致します。 

 

幹事就任挨拶  徳安 久是 幹事 
 

ロータリー経験が

浅い私と大ベテラン

の小泉会長との構成

は、まさにこのクラ

ブ構成です。ベテラ

ンと新人、中間がい

ないという非常に特

殊な構成です。今後

どうなっていくのか、

船出は厳しいと思い

ます。今後も大ベテ

ランの小泉会長から

ロータリークラブは

どういうものなのか、実際に運営をしながら、ひとつず

つ引継ぎ、何とか次の世代に思いを繋げ新しいロータリ

ークラブとして更なる発展をしていきたい、そのように

思っています。 

そして現在、インターネットの活用など、様々な新しい

試みがとられています。その試みに合わせた運営行い次

年度に繋げていきたいと思います。 

何分、不慣れな上に経験が浅いので、皆様のご支援をい

ただきながら、大ベテランの小泉会長のロータリークラ

ブの神髄を引継ぎ、皆様方に反映できるような活動を展

開していきたいと思っておりますので、何卒ご指導の程

よろしくお願い致します。 

 

 ７月１９日 報告事項  
 
小泉 正博 会長 徳安 久是 幹事 

１．地区からの来信 

①平成 30 年７月西日本豪雨 被災地支援への義援金協

力依頼の文書が届いております。 
 
（抜粋）被災地が広範囲で現地も混乱しており、具体的

にどのような支援を行うかにつきましては現在被災

各地区から情報を得つつ、ガバナー会などでも検討中

です。方向性が固まりましたら追ってお知らせ致しま

す。つきましては、被災地支援をご検討のクラブにお

かれましては、下記によりご協力賜りたくお願い申し

上げます。 
 

  会員１人当たり 1,000円以上   

送金先：地区特別口座 送金期限：2018年 8月 10日 
 

②2018 学年度 ﾛｰﾀﾘｰ米山奨学生「研修会」のご案内が

届いております。 

 日時：2018年 7月 22日(日) 16：00-18：00 

 場所：ぴおシティ 6 階  青少年交流・活動スペース 

第 1研修室 



 

③青少年奉仕委員長会議開催の案内が届いております。 

 日時：2018年 8月 3 日(金) 15：00-17：00   

場所：メモワールプラザソシア２１ 

※江口委員長、ご出席お願いいたします。 
 

④第 17回ロータリー全国囲碁大会のご案内 

 日時：2018年 10月 6日(土)10：00～16:00   

会場：日本棋院本院  
 

⑤地区ローターアクト 2018-2019 年度全クラブ合同例

会のご案内が届いております。 

日 時：2018年 7月 29日（日） 

13：30～16：45  17：30～19：30 懇親会 

場 所：合同例会：横浜市開港記念会館第 6 会議室  

懇親会：CIRCUS by hacocoro 

登録料：合同例会：1,000円 懇親会 4,500円    

 

３．ロータリー米山記念奨学会より「ハイライトよねや

ま」が届いております。（回覧） 
 

４．他クラブ例会臨時変更  

●川崎とどろきRC  

7 月 23日(月) 夜間例会 ﾎﾃﾙ精養軒 点鐘 18：30 

●川崎高津 RC  

7 月 26日⇒29日(日) 移動例会 高津区民祭 

 8 月 16日(木) 休会 

●川崎幸 RC  

7 月 27日(金) 夜間特別例会 川崎日航ﾎﾃﾙ 点鐘 18：00 

●川崎麻生 RC  

7 月 27日(金) 新会員歓迎会 

「獅子丸」新百合ヶ丘店点鐘 18：00 

 8 月 17日(金) 休 会 

 8 月 24日(金) 納涼家族会 ホテルモリノ 8F 7F 

         点鐘 18：00 

 8 月 31日(金) 休 会 

 ●川崎中央 RC  

7 月 30日(月) RAKU SUPA 鶴見 点鐘 18：30 

 8 月 13日(月) 休 会 

 ●川崎ﾏﾘｰﾝ RC  

8 月 2 日(木) 屋形船 長八 点鐘 18：00 

8 月 16日(木) 休 会  

●横浜あざみ RC  

8 月 8 日(水) 移動例会 横浜ロイヤルウィング 

●川崎宮前 RC 8 月 14日(火) 休 会 

●川崎西 RC 8 月 17日(金) 休 会 
 

５．回 覧 

 ◇会報： 川崎 RC 川崎南 RC 川崎中 RC  

川崎とどろき RC 

 ◇活動計画書：川崎 RC 川崎南 RC 川崎大師 RC  

川崎ﾏﾘｰﾝ RC 川崎中 RC 川崎鷺沼 RC 川崎西 RC 

川崎とどろき RC 川崎高津 RC 川崎百合丘 RC 
 

６．配 付 活動計画書、会報用ファイル 
 

７．8月 2日(木) 例会前 11：00より定例理事会を開催 

致します。 

 

今後の予定 
 

８月２日(木)  
 理事会 11：00～ 

例 会 点鐘 12：30  

ホテル精養軒 

卓話：川崎西 RC 斉藤正彦様 

「サービス Service 心とは」 

 

８月９日(木) 研修会 18：00～ 

 ジェクト㈱ 会議室 

 ダンウェイ㈱代表取締役社長 高橋陽子様 

 研修会後、懇親会「すずや」 

 

８月 23 日(木) 早朝例会 点鐘 7：30  

ホテル精養軒 

卓話：保護司会 元会長 原 増男様 

「保護司の仕事について」 

 


