
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

第 1437回 （本年度 第 8回） 

平成 30年 10月 18日（木）  
 

点  鐘  小泉 正博 会長 
 

司  会   小林 正樹 会場監督 
 

斉  唱 「四つのテスト」 
 

会員出席報告 江口 進 親睦委員長 

欠席者：会田会員、今井会員、坂本会員、坂口会員、戸張会員、 

髙木会員、髙瀬会員、都倉会員、渡久地会員、 

若狭会員、山本会員 
 
 

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 
 

◆小川 湧三 様（川崎鷺沼ＲＣ） 
 
 

今月の誕生日  おめでとうございます♪ 

徳安 久是 会員（10月 9日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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  

皆様、おはようご

ざいます。独自な活

性化のあるクラブ

の協議会というこ

とで、楽しみにして

参りました。皆様の

率直なご意見、お気

持ちをお聞かせい

ただければと思い

ます。よろしくお願

い致します。 

 
 

ニコニコ報告  江口 進 親睦委員長 

◆国際ロータリー第 2590地区 
第 2グループガバナー補佐 柳下 節子様 
ガバナー公式訪問前のクラブ協議会です。クラブの皆様

の活動計画を伺います。よろしくお願い申し上げます。 

◆小川 湧三 様 川崎鷺沼 RC 

本日は宜しくお願い申し上げます。 

◆ＳＡＡ一同 

柳下ガバナー補佐、本日は早朝より有難うございます。 

ご指導ください。 

◆親睦委員会一同 

朝晩 冷え込むようになってまいりました。風邪もはや

っているようですので、皆様ご自愛くださいますようお

願いします。 

「みんなニコニコ」 

柳下ガバナー補佐、ようこそいらっしゃいました。 

小泉 正博 会長・徳安 久是 幹事・市川 功一 会員 

内藤 松雄 会員・中村 敏史 会員・神谷  直 会員 

堤 研司会員 
 

 
 
 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２９名 １４名 １５名 ５６．００％ 

前々回(9月 20日)欠席 7名 Make up 1名 ８８．４６％ 

ニコニコボックス 本日 15,000 円 累計 178,000 円 

記念日ニコニコ 本日 5,000 円 累計 25,000 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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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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『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 



 

委員会報告 
 
◇研修･雑誌･広報委員会 小林正樹委員長 
 本日の「ロータリーの友誌」紹介 
 
○ロータリーの友誌９月号   横 P１６～P１７ 

『友』は、ネタづくりの材料   
○ロータリーの友誌１０月号  横 P１８～P２０ 

米山梅吉は 本年生誕150年を迎えました。 
 
○ロータリーの友誌 １月号  縦 P６０ 

 メークアップ時は ぜひお仲間に  

足利東RC 石井道康 
 
○ロータリーの友誌 ４月号  横 P１７ 

 特集 メークアップのすすめ 
 
○ロータリーの友誌 ２月号  縦 P６５～P６８ 

 早朝例会でラジオ体操  

創立１５年の元気なクラブ 

パワー浜松ロータリークラブ 
 

◇クラブ活性化委員会 市川功一委員長 
第1回 まち歩きのご案内 

日時：11月4日(日) 10時～ 雨天延期 

集合：大井町線 等々力駅 改札口 

会費：2,000円（昼食代） 

※本日ご案内状を配付 お申込：10月25日まで  

クラブ協議会  小泉 正博 会長 

◇出席・親睦委員会 江口 進 委員長 

危機感を感じているこ

とが 1 点あります。こ

こ何カ月か出席率が上

がりづらい状況が続い

ています。 

一昨年から、例会を月

2 回、夜に研修会を開

催することにより、朝

昼晩と参加しやすいよ

う改革してきました。

例会の出席・親睦はロ

ータリーの根幹でもあ

ります。この状況をどう解決していくか、皆様のご意

見が伺えればと思っています。 

◇クラブ会報委員会 堤 研司 副委員長 

月 2 回の会報作成、号外の手配も行っていきたいと考

えています。またＨＰ、ＷＥＢも強化し、いずれは例

会のビデオ撮影も可能にできればと思っています。 

委員長が休会との事で、今後の会報作成等の活動の在

り方を委員の皆さんと話合いながら協力してやってい

きたいと思います。 

◇プログラム委員会  内藤 松雄 委員長 

12 月 20 日、1 月 10 日の卓話プログラムが決定しまし

た。12 月は体操、ストレッチを中心とした活動をされ 

 

ている方、1 月は私の

幼馴染でもある中原

区副区長にお願いを

しております。今後も

様々な分野で活動さ

れている方など、自己

のスキルアップ、知識

習得などを考慮しな

がら卓話をセッティ

ングしていきます。ま

た皆様のまわりで卓

話をしてくださる方

などいらっしゃいま

したらご紹介いただければと思います。 

◇会員増強・職業分類委員会 小林 正樹 委員長 

今年はまだ会員増強に

は至っておりません。

ロータリー友の会の方

などにも声掛けしてお

りますが、良い返事は

まだいただけていない

状況です。 

職業分類に関しまして

は、事業主だけではな

く社会奉仕活動を行っ

ている方々であれば、

誰でも入会できるよう

になったため、職業にこだわらず増強という部分で、も

っとエンジンをかけ頑張っていきたい。 

◇研修･雑誌･広報委員会 小林 正樹 委員長 

研修を年 6 回開催、第 1 回から 3 回迄は実りある研修

が行えたと自負しております。今後も研修を通じ、様々

な情報を発信しつつ皆様とともに勉強していきたいと

思っています。 

◇クラブ活性化委員会 市川 功一 委員長 

まず会員増強。目標を 35

名。35 名は日本の RC の

平均会員数です。今後 3

年間で達成したいと考え

ています。 

次にクラブ活動を行う。

街歩きがいちばん手軽で、

ご家族も一緒に参加でき

る。1 回目を多摩川周辺、

2 回、3 回と皆さんのご

意見を伺いながら行って

いきたいと思います。 

最後はクラブの基本方針を検討したいと考えています。

当クラブは何を目指すのか、独自性や特色、これを皆様

と考えながら短い文章にし、クラブ方針として掲げられ

れば良いなと思っています。 



 

◇職業奉仕委員会 神谷 直 委員長 

意義ある事業を展開

している会社の事業

主の方を卓話にお招

きしたり、事業所を見

学したり、会員の皆様

にプラスになるよう

な活動をしていきま

す。今後の予定として

新幹線の車内清掃を

行っている会社の見

学、もしくは卓話を企

画しています。 

「RC は面白い」と皆

様が思っていただけるような取組みをしていきます。 

◇社会奉仕委員会  東出 隆裕 委員長 

前年度より、障がい者ス

ポーツ「ボッチャ」の支

援、障がい者の職業訓練、

就労移行支援事業を行

っているショコラボ、障

がい者就労支援、放課後

デイサービス等の事業

を行っているダンウェ

イの方々との研修、職場

訪問を行ってきました。

今年度は医療ケアが必

要な重度の障がい者の

方達が利用する“NPO

法人あいけあ”に、地区の補助金を利用し空気清浄器、

除菌脱臭機を寄贈しました。 障がいを持たれている

方が地域の一員として少しでも役に立ちたいと考え、

それをサポートしている方の献身的な姿に感銘を受け

ました。 

◇国際奉仕委員会  小泉 正博 会長  

現在、米山寄付金が 8 名で 11 万円、財団寄付金が 1

名で 2 万円。活動につきましては研修会で話していた

だいております。引き続き、国際奉仕の活動を皆様に

ご理解いただけるよう活動していきます。 

◇青少年奉仕委員会  江口 進委員長 

本年は、交換学生の受入れ、送り出しはしておりませ

ん。今後、受入れる可能性もあるため、受入れ環境の

整備をしていきたいと思います。 

先日、交換学生の発表会に出席しました。世界平和に

貢献出来るような仕事がしたいと考える学生が多く、

青少年奉仕は世界平和の懸け橋になっているのだと感

銘を受けました。中原区中学校での職業講話も実施し

ていきます。 

 

 

 

◇河合 束 会員・小泉 正博 会長 

当クラブでは10年ほ

ど前から交換学生の受け

入れを行っています。そ

の当時と比べると、ホー

ムステイを受入れる家庭

が少なくなっています。

そのため昨年からは2つ

のRCで1人の交換学生を

受入れる、またお礼金の

規約等もできましたが、

費用の負担は人数の少な

いクラブでは負担が大き

くなる、礼金、支度金、受入クラブの費用負担の考え方

の相違等、問題が多々あります。青少年交換学生制度そ

のものをどう考えるのか、ひとつひとつ問題をクリアし

ていく必要があると考えます。 
 

講 評 

柳下 節子  
第 2590 地区第 2グループガバナー補佐 

本日は皆様の貴重なご意見を聞くことができ嬉しく

思います。皆様のロータリークラブへの思いが伝わって

きました。出席率、会員増強、交換学生受入等、たくさ

んの問題を抱えながらも独自の特色を出し、何事にも挑

戦していくという心意気を強く感じました。中原 RCは

皆さんのお手本となるクラブだと思っています。今後の

更なる活躍を期待しております。 

また、お時間のある時に、青少年交換などについても

皆さんと話をしていきたいと思います。 本日は有難う

ございました。 

 

 

１１月１日  報告事項  
 
小泉 正博 会長 宮崎玲児 副幹事 

 

１．理事会報告 

 

２．地区からの来信 

①ＲＬＩ（ﾛｰﾀﾘｰﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会）パートⅢ 開催 

  日時：2018年 11月 25日(日) 8：30-16：30   

場所：聖光学院中学高等学校 
 

※出席対象者：今まで受講した事のないクラブ会長、会

長エレクト、幹事、クラブでの推薦及びロータリーを

一層理解したい方、将来有望な若手や中堅の会員の

方々 （ご案内状ポスティング） 

  申込締切：11月 16日(金) 
 

 ②2018年 11月の RIレートは、 1ドル＝112円 

（10月から変更なし）です。 

    



 

３．他クラブ例会臨時変更  

●川崎中央 RC  

11月 5日(月)  休会 

 11月 12日⇒10 日(土) 地区大会参加 

 11月 19日(月) 3 ｸﾗﾌﾞ合同親焼夜間例会  

川崎日航ﾎﾃﾙ 点鐘 18：30 

●川崎ﾏﾘｰﾝ RC  

11月 8日⇒10日(土) 地区大会へ参加 

11月 22日⇒19 日(月) 3 ｸﾗﾌﾞ合同親睦夜間例会 

川崎日航ﾎﾃﾙ 点鐘 18：30 

12月 20日(木)    クリスマス家族会  

横浜ベイクオーター 

12月 27日(木) 休会 

●川崎幸 RC  

11月 9日⇒10日(土) 地区大会参加 

12月 18日⇒21 日(土) 年忘れ家族例会  

ﾖｺﾊﾏｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ 

12月 28日(金) 休会 

●川崎中 RC  

11月 13日⇒10 日(土) 地区大会参加 

12月 11日(火) 年忘れ家族会 新横浜国際ﾎﾃﾙ  

ﾏﾅｰﾊｳｽ 点鐘 18：00 

12月 18日(火)   休会 

●川崎百合丘 RC  

11月 13日⇒10 日(土) 地区大会参加 

11月 27日(火) 夜間移動例会 点鐘 18：00 

●川崎とどろき RC  

11月 19日(月) 休会 

11月 26日(月) 夜間例会 ﾎﾃﾙ精養軒 点鐘 18：30 

12月 10日(月) 年忘れ家族会 新横浜国際ﾎﾃﾙ ﾏﾅｰﾊｳｽ 

12月 24日･31日(月) 休会 

●川崎西 RC 11月 23日(金) 休会  

 

４．他クラブ会報の回覧  川崎中 RC、川崎とどろき RC 

 

５．次回例会 11月 15日(木)は、ガバナー公式訪問

です。 

  全会員で 金子ガバナーをお迎えしたいと思い

ますので、ご出席の程よろしくお願い致します。 

なお、例会終了後 30分程度ガバナーを囲んで懇

談会を開催しますのであわせてご予定下さい。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

今後の予定 
 
 

11 月 15 日 (木) 例会 点鐘 12：30  

ホテル精養軒 

ガバナー公式訪問例会  

卓話：金子 大 ガバナー 
 

 ★11/15 は、昼の例会に変更になっており 

ますのでご注意ください。 

  

12 月 1 日 (土) 年末家族会 
 
★詳細は、別途ご案内いたします。 
 
 

12 月６日 (木) 例会 点鐘 12：30 

 ホテル精養軒  年次総会 

 

12 月 20 日 (木) 早朝例会 点鐘 7：30 

 ホテル精養軒   

  卓話：丹羽 千種様「健康ストレッチ」 

 

1 月１０日 (木) 例会 点鐘 12：30 

ホテル精養軒 

卓話：中原区副区長 高田智幸氏  

「中原区の街づくり」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

≪ 中原区民祭・バザー ≫ 
 

2018年 10月 21日 

 

 
 

≪防犯グッズ配布≫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


