
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1412回 （本年度 7回） 

平成 29年 10月 5日（木）  
 

点  鐘  高瀬 建夫  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 坂口精一 親睦･出席委員 

欠席者：工藤会員、坂本会員、徳安会員、山本会員、髙木会員 
 
 

お客様紹介 高瀬 建夫 会 長  
 

 内藤 幸彦 様（川崎中ＲＣ） 
（国際ロータリー第 2590 地区第２Ｇガバナー補佐） 

 

会員お祝い おめでとうございます♪ 
 
徳安 久是 会員（S35.10.9生） 

 

クラブ細則改正の件 高瀬 建夫 会長 
 
当クラブ細則改正案が理事会に提出され、全会員宛に改

正案をお送り致しました。本日の例会にて皆様のご意見

をお伺いいたします。   
◇第 2 条 理事会 理事会メンバーに副幹事を加え、 

会場監督を特別出席とする案 

◇第 3 条 役員の任務第 7 節に副幹事の項目を加える案 

  副幹事は理事会メンバーとしての任務およびその他

会長または理事会によって定められる任務を行うもの

とし、副幹事として任務を務めた年度直後の７月１日

に、幹事に就任するものとする。 
 
異議なし 原案通り承認 
 
ニコニコ報告  坂口精一  親睦･出席委員  
◆内藤幸彦 ガバナー補佐 
 本日はクラブ協議会のために出席させていただきます。

11:30 から高瀬会長。河合幹事様とのうちあわせもロー

タリーのこれからの話題で盛り上がりました。皆様との

話し合いもとても楽しみです。 

よろしくお願い申し上げます。 

◆高瀬建夫 会長・河合 束 幹事 
 10 月になり、朝晩秋めいた風が吹き始めました。私事

ですが産れて初めて入院しました。病名は大腸の中の

ポリープを切除することでした、術後経過が良くて軽

く済みましたが一番つらかったのはアルコールが 2 週

間飲めなかった事です。健康ってありがたいですね。本

日はガバナー補佐内藤様宜しくお願いいたします。 

◆坂口 精一 会員  
 私事ですが最近歩くという事が体にいいこと認識いたし

ました、好きなゴルフの後も身体がいたくならず調子が

いいのでお勧めです、みなさんも是非歩くようにお願い

します。 

◆都倉 八重子 会員  
 先週「東京ロータリークラブ」へメークアップに行って

参りました。帝国ホテルの宴会場での例会は会員 200 名

以上海外 2名国内 5名のビジター出席で緊張しましたが、

とても貴重な体験ができました。 

◆戸張 裕康 会員 
第 2 グループガバナー補佐内藤様 いつもお世話になっ

ております。西中原中学の 70 周年も宜しくお願い致しま

す。先週は新城、大谷中の祭りで盛大でした！今回は大

戸、野川地区の例大祭です。 

◆河合  束 幹事 
①Allenの 2 週間の報告です。9月 24日は横浜泉 RCの協 

 力で御霊神社の例大祭に参加し、お神輿を担いできま

した。また 9 月 30 日と 10 月 1 日は橘高校の文化祭で

フルーツポンチの販売をいたしました。そして 10 月 3

日は川崎中クラブの例会に出席してきました。 

②10月 27日～10月 29日までの 3 日間、Allenのショー

トステイをお願いしたいのですが、どなたかお願いで

きませんか？ 

◆ＳＡＡ一同 
 内藤ガバナー補佐、ようこそお越し下さいました。全員

で勉強させていただきます、ご指導宜しくお願いします。 
 

「みんなニコニコ」  
堤  研司 会員・鈴木 次男 会員・小泉 正博 会員 
会田 公雄 会員・市川 功一 会員・江口  進 会員 
渡久地政房会員・若狭 滋則 会員・内藤 松雄 会員  
 

  
委員会報告  

◇市川功一クラブ活性化委員長 

10月 19日(木)18時より、クラブ活性化委員会担当の研 

修会を開催致します。18:00～18：55 堤研司会員の入会

卓話 とクラブ活性化のためのディスカッション 

場所：プラウドタワー武蔵小杉 2階 マルチラウンジ 

今井会員ご自宅のあるマンションの集会室です。 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２８名 ２０名 ８名 ８０．００％ 

前々回(9月 7日) 欠席 6名 Make up 1名 ８８．４６％ 

ニコニコボックス 本日 22,000 円 累計 164,500 円 

記念日ニコニコ 本日 5,000 円 累計 30,000 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 
 

 

 

KAWASAKI NAKAHARA R.C. WEEKLY／2017～2018 
 
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 
TEL.044-722-7282 FAX.044-722-0066 E-mail:info@nakahara-rc.com 

 

『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 



◇小林正樹 指名委員会座長 
 本日例会後に第 2回指名委員会を開催致します。 

 委員の方は、ご出席下さい。  
◇小林正樹 雑誌委員会副委員長 
 昨年度(2016-17 年度)のロータリーの友誌 8月号に当

クラブが武蔵小杉駅で募金活動をした時の記事が掲載

されておりますのでご覧ください。 
  

クラブ協議会 

◇内藤幸彦ガバナー補佐より 
クラブ活動計画書をお読みになるのではなく、心の中に

あることをお話しいただければと思います。宜しくお願

いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇戸張裕康 会員増強委員長 
友の会のメンバーについては、継続更新の時期ですので 

引き続きアプローチをしていきたい。何名か声をかけて

いる方がいますので、メンバーと共に親しく話せる場を

持って増強につなげたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
※ガバナー補佐コメント 
増強で最も大事なのは「熱」です。地区で活躍されてい

る方も多いので、是非女性会員も誘ってください。 
 
◇クラブ奉仕委員会 若狭滋則委員長 
◇宮崎玲児 出席・親睦委員長 
1 回 1 回の例会を大切にし、家族会などでも当クラブの特

色でもある音楽との関わりを意識して企画できればと考

えています。家族歌合戦。演奏会等。一泊親睦旅行は、

熱海ニューアカオを検討中です。 
 
◇神谷 直 クラブ会報委員長 
月 2 回例会になりましたので、スケジュール的には若干

楽になりました。卓話などは事前にデータを頂ければあ

りがたいです。今後はロータリー情報なども入れられれ

ばと思います。研修会の記録については今後の検討課題

とします。 
 
◇江口 進 プログラム委員長 
ロータリークラブの活動において卓話はその中心をなす

ものだと考えます。本年度は３つの柱をもって活動して

いきたいと思います。 

・職業奉仕の観点から、職業人としての資質の向上 

・社会奉仕の観点からの資質向上 

・ロータリアンとしての資質の向上 
 
※ガバナー補佐コメント 
月 2 回の中でどれだけ例会を良くするか皆さんで力を出

し合って頑張って頂ければと思います、同好会活動なども

一案です。 
 

◇ 鈴木次男 研修・雑誌・広報委員長 

入会年月に関わらず、ロータリーの原点に戻って、ロータ

リーを見直す一年にしたいと考えます。 
 

◇ 市川功一 クラブ活性化委員長 

他クラブでは、戦略計画委員長という名称を使っているか

と思います。中･長期的にクラブをどのような方向に持っ

て行くかを考える委員会です。今年度は月 2回の例会とな

りましたが、例会の回数が減ってもその質を落とさない･

むしろ上げていくことを他の委員会との連携を取りなが

ら進めていきたいと考えます。 
 

※小泉正博 会長エレクトコメント 

会員全員が増強委員であるという自覚と熱意を持って活

動して頂きたい。何をおいてもクラブ活性化が重要である

との考えから、市川会員には 2年連続で委員長をお願いし

ました。 
 

※ガバナー補佐コメント 

各クラブを回らせて頂く中で感じるのは、良いクラブには

良い先輩会員がいることです。先輩会員のクラブに対する

愛情、クラブを育てて行こうとする熱い思いがあるクラブ

はとても素晴らしいと思います。こちらのクラブには、素

晴らしい先輩方がいらっしゃいますので、若い会員の方は、

是非その研修を受けて頂き次のステップにつなげて頂け

ればと思います。 

新しい方をロータリーにお誘いするときはありのままに

お話する事、そしてロータリーの良さを伝えてほしい。 
 
◇ 神谷 直 職業奉仕委員長 

「ショコラボ」工場見学について調整中です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 東出隆裕 社会奉仕委員長 

地区の社会奉仕委員長会議に出席して参りましたが、その

内容をクラブできちんと報告できるようにと考えており

ます。 

現時点では継続事業しか行えていませんが、今後はしっか

りと準備をして新規事業も考えて行きたいと思います。 
 

◇ 国際奉仕委員会  

10 月米山月間、11 月Ｒ財団月間となりますので、ご寄付

の協力をお願い致します。 

 



◇ 市川功一 青少年奉仕委員長 

本年度は、青少年交換学生のホストクラブとして、アレ

ン君（台湾）を受け入れております。現在は河合会員宅

にホムステイしておりますが、今後はショートステイも

含めて多くの会員にご協力頂ければと思います。 

また、岩木さんのレポートが素晴らしいので冊子にした

いと考えております。 

先ほどガバナー補佐から近隣クラブとの連携についてお

話しがありましたが、中原中学校の職業講話については、

今後近隣クラブにもアプローチしてお願いできればと考

えております。 

先日卓話をして頂いた新日本学園に対してもクラブとし

ての対応を今後検討していきたい。 
 

会長報告 高瀬 建夫 会長（10 月 26 日分） 
 
１．地区より、ロータリー国際大会のご案内が届いて 

おります。 （下記 抜粋 ） 

  2018 年 6 月 23～27 日の日程でカナダのトロントに

おいて第 109回ロータリー国際大会が開催されます。  

年に１度、世界中からロータリアンが一堂に会し、

情報交換や交流を図る国際大会は、皆さんお一人お

一人にロータリーへの新たな気づきをもたらし、大

いなる刺激となることと思います。 

本年度は、地区として国際大会ツアーの企画と、 

ここ数年実施しております地区ナイトの実施により、

この大会への参加促進を図り、盛り上げたいと考え

ております。 各クラブ会員の皆様におかれましては、

奮ってご登録･ご参加頂きたくご予定下さい。  

※ 正式なお誘い･ご案内は年内に発信予定 
 

２．第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 第 3 回会長･幹事会開催のご案内が届い

ております。※幹事と共に出席して参ります。 

  日時：2017 年 11 月 7 日(火) 18：00～   

場所：木曽路宮前平店   
 

３．中原区諸団体合同新年賀詞交歓会準備会開催の案内 

  日時：平成 29 年 11 月 7 日(火) 10：00～    

会場：総合自治会館 
 

４．本日例会終了後に 30 分程度 ガバナーとの懇談会を

予定しておりますのでご参加ください。 
 

幹事報告 河合 束 幹事（10 月 26 日分） 
 
１．地区からの来信 

①地区大会2日目（11月11日）本会議にて新会員登壇の 

案内が届いております。 

※当クラブからは、堤 研司会員、坂口精一会員、渡久地 

政房会員が登壇予定です。よろしくお願いいたします。 
  

②第6 回日台ﾛｰﾀﾘｰ親善会議のご案内が届いております。 

日時：2018年3月1日(木)13：30-20：00   

場所：台湾 高雄市 漢来大飯店 9F 国際ホール 
 

③2017 年 4 月に開催されましたロータリー経営大講演会

の記録誌が届いております。（全会員配付） 
 

④神奈川県ロータリアン親睦テニス会(上野杯)開催の案内 

 日時：2017年11月14日(火) 9：30 集合  

会場：湘南ローンテニスクラブ   

２．新横浜RCより、南アフリカ学習者支援プロジェクト

に協賛されている方あてに、礼状と成績証明書パンフ

レット･寄付申込書が届きましたのでお渡し致します。  

※該当者：河合 束会員、小泉正博会員、小林正樹会員、 

 市川功一会員 
 

３．川崎幸RCより、年次報告書をお送り頂きました。 

（回覧） 
 

４．他クラブ例会臨時変更 

●川崎ﾏﾘｰﾝ RC  

11 月 2 日(木) 鎌倉散策夜間例会  

アマンダンブルー鎌倉 点鐘 17：30 

11 月 9 日⇒11 日(土) 地区大会参加 

11 月 16 日(木) 3RC 合同親睦夜間例会  

川崎日航ﾎﾃﾙ  点鐘 18：30 

11 月 23 日(木･祝)  休会  

●川崎北 RC   

11 月 8 日⇒11 日(土) 移動例会 地区大会参加 

11 月 29 日(水)  クイーン･アリス日吉 点鐘 18：00 

●川崎大師 RC   

11 月 8 日⇒11 日(土) 移動例会 地区大会 

11 月 15 日⇒16 日(木) 3RC 合同親睦夜間例会  

川崎日航ホテル 点鐘 18：00 

11 月 22 日(水) 休 会 

●川崎麻生 RC   

11 月 10 日⇒11 日(土) 地区大会に振替 

●川崎百合丘 RC  

11 月 11 日(土) 地区大会 

12 月 17 日(日) インターアクト年次大会 

12 月 19 日(火) 年末家族会    点鐘 18：00 

●川崎鷺沼 RC  

11 月 15 日⇒11 日(土) 移動例会 地区大会参加 

11 月 22 日(水) 夜間例会     点鐘 18：00 

11 月 29 日(水) 休 会  

●川崎南 RC   

11 月 28 日(火)  職場訪問移動例会  

キングスカイフロント見学 
 

５．他クラブ会報の回覧  新川崎 RC 
 
６．次週 11 月 2 日(木) 11 時より理事会を開催致します 

 

******************************************** 
 
川崎中 RC 創立 45周年記念式典に参加 
 
10 月 17 日（火）ホテル精養軒 

 
 
 


