
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1416回 （本年度 11回） 

平成 29年 12月 7日（木）  
 

点  鐘  若狭 滋則  副 会 長 

司  会   工藤 和弘  会場監督 

斉  唱  「君が代」「奉仕の理想」 
 

お客様紹介 若狭 滋則 副会長  
 

 新橋 さち子 様（川崎ボッチャクラブ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
この度はご支援をいただきまして誠に有難うございま

す。2月の 3日、4日関東大会・神奈川大会と選手のエ

ントリーも始まりましてあわただしくも着々と進めさ

せていただいている状況になります。当日はリオのパ

ラリンピックでメダルを獲った廣瀬選手も出場します

ので是非生でボッチャを見に会場まで足を運んでいた

だけたらなお嬉しく思います。この度は本当に有難う

ございました。今後ともよろしくお願い致します。 
  
会員お祝い おめでとうございます♪  

高瀬 建夫   会員（S17.12.16 生） 

都倉 八重子 会員（S30.12.10 生） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

会員出席報告 渡久地 政房 親睦･出席委員 
 

欠席者：坂本会員、坂口会員、髙木会員、髙瀬会員 
  
ニコニコ報告  渡久地 政房 親睦･出席委員  
◆河合 束 幹事 
 師走となり喪中ハガキが届く季節となりました。 
元会員の高野 武さんが 8月 20日に 87歳で、熊谷敬
央さんが 11月 16日に 83歳でご逝去されました。 
おふたりのご冥福をお祈り申し上げます。 
 

◆山本 剛 会員 
久し振りの出席です。よろしく。 
 

◆山田 一之 会員 
 来週はドイツ大使館です。是非ともお出かけ下さい。 
 
◆ＳＡＡ一同 
 川崎フロンターレの悲願の逆転優勝、初タイトルは

感動して涙が出ました。これで川崎がますます盛り
上がって欲しいと思います。10 日は川崎駅前優勝 
パレードです。 
 

◆親睦委員会一同 
 今年も残り少なくなりました。皆様、健康には気を
つけて良い年を迎えましょう。 

 
「みんなニコニコ」  
小泉 正博 会員・若狭 滋則 会員・田辺 清夫 会員 

内藤 松雄 会員・会田 公男 会員・市川 功一 会員 

江口  進 会員・堤 研司・会員・Ｍr.SUZUKI会員 

 

委員会報告   
 
◇国際奉仕委員会 徳安 久是 委員長  
・米山寄付金と財団寄付金についてご出席の方に 
ご案内をさせていただいております。 

12月 21日迄に収納された方に対して寄付金控除が

出来ます。財団への寄付、米山への寄付をされる予

定の方はくれぐれも 12月 21日迄にお振込もしくは

事務局にお渡ください。何とぞよろしくお願い致し

ます。 
 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２８名 ２２名 ６名 ８４.６２％ 

前々回(11月 2日) 欠席 8名 Make up 3名 ８８.４６％ 

ニコニコボックス 本日 16,000 円 累計 289,408 円 

記念日ニコニコ 本日 5,000 円 累計  50,000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 



・ドイツ大使館訪問のご案内を配布しております。 

ご出席の方は宜しくお願い致します。 
 

◇出席・親睦委員会 宮崎 玲児 委員長 
・先日、12月 21日(木)に行われる年末家族会のご案

内を出させていただきました。11 月 30日が締切で

したが、想定していた人数よりもかなり少なく 28

名となっております。まだ受付けておりますので、

ご家族の方などご参加出来る方がおられましたら

是非お願い致します。  
・親睦旅行の日程が決まりました。来年 2月 16日(金)

から 17日(土)1泊 2日で熱海のホテルニューアカ

オという所です。会費は 2万円前後を予定してお

りますが詳細が決まり次第ご案内を配布させてい

ただきます。皆様、奮ってご参加いただければと

思います。よろしくお願い致します。 
 

◇クラブ活性化委員会 市川 功一 委員長 
・11月 30日(木)18時から参加者 16名、武蔵新城に

ありますダンウェイ株式会社の高橋陽子様を講師

に迎え研修を行いました。障がい者雇用支援、障

がい者就労支援、障がい児放課後デイサービス等

の支援事業やインテル株式会社との協働で障がい

があってもＨＰが製作できるソフトの開発・販売

をしています。昨年度には全国商工会議所の女性

企業家賞を受賞など活躍されている方です。我々

も何か一緒に出来ないかなという気持ちにさせて

くれるお話でした。  
・一昨日、戦略計画委員長会議に出席し他クラブの

話を聞きました。その中で、ロータリークラブの

活動にもビジョンや夢を掲げようという話があり

ました。我々クラブにも何か夢のあることを目指

すということは必要だと分かりました。皆様の意

見を聞きながら協議していきたいと思っています。  
・岩木さんが 1年間ドイツに行っていたレポートを

冊子で 200冊作成します。  
・先日、新日本学園に宮崎さんと見学に行って来ま

した。来年の 4月か 5月には訪問する予定をして

おります。 
 

◇研修･雑誌･広報委員会 小林 正樹 副委員長 
・2月 10日、ロータリーみなとみらいチャリティー

マラソンのご案内を配布させていただきました。 

明日、第 1回目の打合せがございます。来年 1月

早々に会議の報告をさせていただきます。 
 
 
 
 
 

年 次 総 会 若狭 滋則 副会長 

クラブ細則 第 3条 第 1節により年次総会を開催い

たします。会員数 28名、出席者数 22名よって総会

は有効に成立いたします。 
 
2018-2019年度 理事役員候補者の選挙を行います。 

立会人 山田一之会員・鈴木次男会員 

指名委員会の小林正樹委員長より候補者発表 
 

会 長 小泉 正博 会員 

副会長 市川 功一 会員 

理事 職業奉仕 神谷 直  会員 

理事 社会奉仕 東出 隆裕 会員 

理事 国際奉仕 戸張 裕康 会員 

理事 青少年 江口 進  会員 

直前会長 高瀬 建夫 会員 

会長エレクト 徳安 久是 会員 

副幹事 宮崎 玲児 会員 

会計 工藤 和弘 会員 

出席 22名（1名退席）不信任なし 
全員一致で承認されました。 

 
 
◇次年度会長 小泉 正博 会員 

次年度会長を仰せつ

かりました小泉です。

新しい人達のための

世代交代の最後、私

の当番です。 

今年度からロータリ

ーの組織、運営が新

しくなりました。そ

れを十分にわきまえ、

見ながら、世代交代

が本当にできるのか

ということをテーマに考え、皆様にロータリーは何

か、何が必要なのかということを問いながらやって

いきたいと思っています。ご協力のほどよろしくお

願い致します。 
 

◇次年度幹事 徳安 久是 会員 
次年度の幹事になりました徳安です。全力を挙げて

小泉会長の下、勉強させていただきたいと思ってい

ます。 改革、色々あると思いますが皆様にご協力

いただけるような運営をやらせていただければと

思っております。今後ともよろしくお願い致します。 
  

会長報告 高瀬 建夫 会長（12 月 21 日分） 
 
１．地区より、2020-21 年度ガバナーノミニー候補者推

薦依頼の文書が届いております。 

 ・クラブは、自クラブに所属する会員を 1名だけガバ

ナーノミニーに推薦できる 

 ・推薦は、候補者を推薦するクラブの例会で採択され

た決議という形式で、文書により提出すること 

  提出の際、この決議がクラブ幹事によって正式に証

明されたことを示すため、クラブ幹事の署名入りで

提出すること ※提出期限：2018 年 2 月 7 日（水） 
  
２．第 2 グループ第 4 回会長･幹事会のご案内が届いて

おります。（幹事クラブ：川崎中原 RC） 

  日時：2018 年 1 月 18 日(木)18：00～   

場所：富士通川崎工場 20F ラウンジ 
 
３．中原区諸団体合同賀詞交歓会開催のご案内 

日時：2018 年 1 月 10 日(水) 開会 16：00 

場所：エポックなかはら   
 



 
４．川崎青年会議所より、「新年のつどい」のご案内が届

いております。（会長宛） 

  日時：2018年 1月 15日(月) 18：30～  

場所：川崎日航ホテル 12階  登録料：7,000円 
 
５．中原警察署より、平成 30 年度武道始式のご案内 

中原地区警察官友の会より、賀詞交歓会兼中原警察

署員を励ます会のご案内が届いております。 

日時：平成 30年 1 月 30日(火)   

武道始式：14：00～ 中原警察署 6 階道場、  

賀詞交歓会：17：15～ 5階講堂 
 
 

幹事報告 河合 束 幹事（12 月 21 日分） 
 
１．地区からの来信 

①2018 ロータリーみなとみらいチャリティーマラソンに

関するご案内とお願い 

日程：2018年 2月 10日 受付 8：30～開会式 9：25～  

会場：横浜市みなとみらい臨港パーク 

※参加者を募集中です。  

お知り合いの方にもお声掛け下さい。 

申込方法：ロータリアン･一般：インターネット 

（ネット登録困難な場合のみ、申込フォーム利用） 

 ロータリー新世代(青少年･Ｒ財団･米山)：専用の申込

用紙にて登録 →参加費半額となります。 

※大会の賞品をご提供頂ける方を募集しております。 

幹事までお知らせ下さい。  

※詳細は パンフレットまたはマラソン大会のサイト

http://event.runtas.com/yokohama/20180210/ 

 をご覧ください。 
 

②ローターアクト主催「第 48 回地区年次大会」開催の 

ご案内が届いております。 

 日時：2018年 1月 28日(日) 13：00-17：00   

会場：新横浜国際ホテルマナーハウス 3階  
 

２．他クラブ例会臨時変更 
●横浜あざみ RC  
12月 27日・1月 3 日(水) 休会 
1 月 24日･31日(水)  横浜市立すすき野中学校 

「職業を語る会」点鐘 12：00 
2 月 7 日(水) 横浜市立奈良中学校「職業を語る会」 

 点鐘 12：00 
●川崎鷺沼 RC   
12月 27日・1月 3 日・1月 31 日(水)  休会 

●川崎高津 RC    
12月 28日・1月 4 日(木) 休会 

●川崎南 RC    
1 月 30日(火)夜間例会 川崎日航ﾎﾃﾙ 点鐘 18：30 

 

３．他クラブ会報の回覧  本日はございません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【プログラムの予定】 
 

 

 

◇12 月理事会議事録 

 2018-19 年度第 1 回 被選理事会議事録は、 

別紙にて配付いたしますのでご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1月 11日(木) 精養軒 点鐘 12：30 

 
理事会・会員お祝い 

クラブフォーラム(国際奉仕) 

1月 18日（木） 精養軒 点鐘 7：30（早朝） 

 
職業奉仕月間卓話： 

(一社)ＡＯＨ代表 伊藤紀幸様 

2月 1日(木) 精養軒 点鐘 12：30 

 
理事会・会員お祝い 

卓話 

2月 6日(火) 精養軒 点鐘 18：30 

 ６ＲＣ合同例会 

http://event.runtas.com/yokohama/20180210/

