
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1431回 （本年度 第 2回） 

平成 30年 7月 19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：坂本会員､坂口会員､髙木会員､都倉会員､渡久地会員 
 
 

お客様紹介 小泉 正博 会 長    

◆小川 湧三 様（川崎鷺沼ＲＣ） 

◆有田 茂  様 

川崎いのちの電話 事務局長 
 

お客様ご挨拶 
 
◆川崎いのちの電話  
事務局長 有田 茂 様 

 
 

川崎いのちの電話

は1986年に設立、今年

で32年目に入ります。

全国で年間3万人超の

自殺者が2万3千人と

減少傾向にあるもの

の、世界の先進国の自

殺率としては最も多

く、10代・20代の若者

の死因の第1位が自殺

ということに驚いて

います。一方で自殺率

が高いのが40代・50代

です。悩みを打明けることが出来ない世代かと思います。 

そのような方達に私どもの活動を知っていただくため

に、色々な場所に出向き話をさせていただいております。 

川崎いのちの電話は24時間、365日眠らずに電話を受けて

います。受話器を置くとすぐにかかってくる、ひっきり 

 

なしの状態です。自殺防止はもちろん、人生の悩み、経 

済社会の歪みの中で悩み苦しんでおられる方、そういう方

達の少しでも手助けになればと思っています。心の持ち方、

どのようにすればよいか、少しでもお役に立てるよう思い

ながら活動しております。この活動を充実し少しでも社会

の要求に答えるべく頑張っていきます。パンフレットをご

覧いただきご理解とご協力をいただければと思います。本

日は朝の貴重なお時間を頂戴し有難うございました。 

 

ニコニコ報告  江口 進 親睦委員長 
 

◆小泉 正博 会長・徳安 久是 幹事 

おはようございます。本当に暑い毎日ですが体調は如何で

しょうか。熱中症のニュースは毎日報じられていますが、

水分の摂取は本当にこまめに行ってください。その時、水

だけではなく、必ず塩分も摂取する事を忘れずに！！ 

本日は、第１回目のクラブ協議会です。皆様の１年の抱負

を楽しみに聞かせて頂きます。 
 

◆河合 束 会員 

Allenの帰国まで10日となりました。明日20日は橘高校の

終業式です。24日にはAllenのお母さんとお姉さんが来日

され、この精養軒に宿泊のためホームステイ先が我が家に

変わります。28日(土)はAllenの送別会を5時30分から予定

しておりますので、ご都合の付く方は参加してください。 
 

◆ＳＡＡ  

猛暑に負けず、全員で元気良いクラブ例会にしましょう。

でも会員皆様、お体には十分ご自愛くださいね。 
 

◆親睦委員会一同 

西日本豪雨水害義援金の募集を始めました。受付に

ありますのでよろしくお願い致します。 

また米山、財団寄付金についても受付けております。 
 
「みんなニコニコ」 
 
市川 功一 会員・山本 剛 会員・島田 叔昌 会員 
若狭 滋則 会員・内藤 松雄 会員・東出 隆裕 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 ２１名 ８名 ８０．７７％ 

前々回(6月 21日)欠席４名 Make up ２名 ９６．４３％ 

ニコニコボックス 本日 14,000 円 累計 50,000 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 0 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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『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 



クラブ協議会   

小泉 正博 会長 
 

 まず最初に、

青少年交換学

生についてで

す。今年度、

分担金、謝礼

金についての

話がありまし

た。13 年前は

交換学生は自

分のクラブで

見ていました。

会員数が多い

クラブと少な

いクラブでは負担する金額が平等ではないということ

で、第 2 グループ全体で青少年交換費を分担しようと

いうことになりました。昨年、地区の方針でスポンサ

ークラブおよびホストクラブに関する規約というので、

1 つのクラブで預かっていた青少年交換学生をスポン

サークラブとホストクラブで半分に分けるということ

に変わりました。それに伴い負担金や謝礼金について

様々な意見が出て来ています。私も考えるところはあ

りますが、皆様のご意見を伺いたいと思いますので、

よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ奉仕委員会 

市川 功一 委員長 

クラブ奉仕とは「クラブの機能を充実させる為に、

クラブ内で会員が取るべき行動にかかわるもの」とあ

ります。これは、クラブ例会に出席したり、クラブの

親睦に加わること、クラブのプログラムに参加するこ

と、委員として活動することです。特に大事なのは会

員増強です。当クラブは今のところ順調に来ておりま

す。クラブ奉仕委員会ではどのように増強できるかま

たクラブライフを十分に楽しめるよう施策を検討して

いきたいと思います。 

 

 

出席・親睦委員会 

江口 進 委員 

例会出席者、またお客様を温かくお迎えするとともに親

睦を通じてクラブの結束を図りたいと思います。 

任意での会員旅行、年末家族会などアンケートを配付し、

会員の希望に沿った形で計画検討していきます。 

 

クラブ会報委員会 

戸張 裕康 委員長 

卓話は例会の基本であり、楽しみでもあるため、テープ

起こしは大変ですが引き続き大切にしていきたいと思

います。 

ホームページ、WEBも強化していくという方針の下活動

していきます。 

 

プログラム委員会 

内藤 松雄 委員長 

ロータリークラブの卓話は、ロータリアンとしての知識

の啓発、会員の相互理解に欠かせないものです。様々な

分野で活躍されている方々の卓話は、自己のスキルアッ

プに繋がるとともに、職業面でのヒントとなる危機が多

くあります。これまで以上に見聞を広められるよう、更

なる充実を図りたいと思います。 

 

会員増強・職業分類・会員選考委員会 

小林 正樹 委員長 

RI の規定改正によりロータリークラブへの入会の扉が

大きく開かれました。約 100 年続いたロータリーの綱領

がロータリーの目的に変更されました。これはロータリ

ーそのものが、理念から行動への大きなシフトチェンジ

だと理解しています。会員資格を会長・幹事、皆様と考

えながら会員増強に繋げていきたいと思います。 

 

研修・雑誌・広報委員会 

小林 正樹 委員長 

研修の大切さを鑑み多くの情報を発信し、皆様とともに

学び、クラブ全体でロータリーへの興味を構築していく。

時代に即した形で 1年間進んでいきたいと思います。 

 

クラブ活性化委員会 

市川 功一 委員長 

入会して良かったと思えるようクラブライフを充実さ

せていく。また、クラブ活動を会員のご家族も参加でき

るような内容にして楽しんでいただきたいと思ってい

ます。家族ぐるみでロータリーを楽しむことで会員の満

足度が高まり、会員増強に繋がっていくと思います。皆

様からのご提案もお待ちしております。 



職業奉仕委員会 

神谷 直 委員長 

従業員・顧客・社会に対し良好な影響を与えているな

ど、経営努力をされている方を講師に迎え、さらに職

場訪問が出来れば、皆様にプラスになる、入会して良

かったと思えるような活動をしていきます。 

 

社会奉仕委員会 

東出 隆裕 委員長 

本年度は、前年度の障がい者スポーツ支援、障がい者

職業訓練などを勉強してきたことを踏まえ、より問題

点を知り、何が必要か考え、さらなる支援を計画し実

行していきたいと思います。また中原区民祭への参加

も行います。 

 

国際奉仕委員会 

戸張 裕康 委員長 

身近な活動として米山事業並びに青少年交換学生への

積極的な支援、また国際イベントへの参加や協力など

を行っていきたいと思います。財団と米山への寄付も

よろしくお願い致します。 

 

青少年奉仕委員会 

江口 進 委員長 

これまでの活動を継承しつつ、引き続き地元の青少年

育成に携わっていきたいと思っています。自分自身勉

強しながら、先輩方がなさってきた事業を、レベルを

落とすことなく継続していきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ８月１日  報告事項   
 
小泉 正博 会長 徳安 久是 幹事 
 

１．理事会報告（議事録は、8月 23 日に配付 ） 
 

２．2019年ＲＩ国際大会にて選挙される ＲＩ理事を選出

する 第 2 ｿﾞｰﾝ指名委員会への公式推薦書式が届いて

おります。 
 

３．地区からの来信 

①ｸﾗﾌﾞ基盤管理セミナーPARTⅡ 開催のご案内。 

 日時：2018年 8月 23日(木) 15：00-18：00   

場所：ホテル横浜キャメロットジャパン 5 階 
 

※出席対象者：ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長､広報･公共イメージ向上委 

 員長､Ｒの友委員長､会長､幹事､戦略委員長、研修委員長 

より 2～3名 
 

②ﾛｰﾀﾘｰ米山奨学生･学友夏季レクリエーションのご案内 

 日時：2018年 9月 2 日(日) 7：10  

横浜ロイヤルパークホテル 1 階フロント入口集合 
 

③ＲＬＩ（ロータリーリーダーシップ研究会）パートＩ 

開催のご案内が届いております。 

 日時：2018年 9月 9 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） 
 

④当地区の高良 明パストガバナーが、この度、ご著書『凡

太の奉仕経営物語～ロータリー「奉仕の理念」を経営に

生かす』を完成され、パストガバナーのご厚意により、

D2590 全ロータリアンにお贈り下さいました。会員各位

に１冊ずつお渡し致します。 
 

⑤RI日本事務局 財団室より、ポリオサバイバーの実話に

基づく映画「ブレス しあわせの呼吸」について、クラ

ブや地区が一般の方に向けて配布できる資料、および、

団体鑑賞会を計画される際の要領などのご案内が届い

ております。 
 

⑥2019-20 年度ﾛｰﾀﾘｰ青少年交換学生募集のご案内と募集

要項､クラブ推薦書､ﾛｰﾀﾘｰ青少年交換ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ

及びｽﾎﾟﾝｻｰｸﾗﾌﾞに関する規約が届いております。 
   

応募期間：2018 年９月３日(月)～９月２８日（金)   

書類提出先：最寄りのＲＣ  

１） 応募資格：横浜市･川崎市に在住又は在学の日本国籍 

 を持つ高校生(満 15-18才）  

(高校に進学意思のある中学 3年生も応募可。)  

２） 派遣予定国：ｱﾒﾘｶ（ｶﾅﾀﾞ含）、ﾀｲ、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ、ｱｸｱﾄﾞﾙ、

ﾌﾗﾝｽ、ﾄﾞｲﾂ、ﾍﾞﾙｷﾞｰ、台湾のうち７か国  

３） 派遣人数：合 計 7 名（各国 1 名）  

４） 派遣期間：2019年 8月頃～2020 年 7 月頃までの 

約 1年間（早期帰国、期間延長は不可）  



 

５） 説明会：2018年 9 月 8 日（土）午後に説明会を開催 

（定員７０名）  

６）第 1 次 筆記試験 2018年 11 月 4日(日)   

第 2次 面接試験 2018年 11 月 23日(金・祝日)  

※ 第 2次面接試験は保護者同伴。推薦ＲＣの会長 

(またはクラブを代表する立場の方)も同席。  

 

４．他クラブ例会臨時変更  

●川崎とどろき RC  

8 月 6 日･13 日(月) 休会 

8 月 27日(月) 夜間例会 精養軒  点鐘 18：30 

●川崎大師 RC 8 月 8 日･15 日(水) 休会 

●川崎 RC 8 月 9 日･16 日･30日(木)  休会 

●川崎中 RC 8 月 14日(火) 休会 

●川崎百合丘 RC  

8 月 14日(火) 休会 

8 月 21日(火) 例会後､納涼会 点鐘 17：00～  

ホテルモリノ 7F ﾋﾞｱﾎｰﾙ  

●新川崎 RC  

8 月 15日･29日(水)  休会 

8 月 22日(水) 親睦納涼移動例会 「成喜」  

●川崎西北 RC  

8 月 30日(木) 新百合ヶ丘ホテルモリノ 点鐘 17：30 

例会後､家族納涼会 

●川崎幸 RC  

9 月 14日(金) 移動例会川崎幸 RC 作品展  

川崎幸第二ｸﾘﾆｯｸ 点鐘 18：00 

●川崎高津 RC  

9 月 20日(木) 移動例会 早朝供養例会 大蓮寺 

 

５．回 覧 

 ◇会報：川崎北 RC     

◇活動計画書：川崎幸 RC  

 

 

 

今後の予定 
 
 

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」イタリアン」 

 

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」 

 

 

 

 

 

青少年交換学生 

Allen 君 帰国の報告 

 
皆さんへ 
 
いつもお世話様です。 

Allen は本日（7月 30日）、クラスメイトと担任の先生に

見送られて帰国いたしました。 

一年間お世話になりありがとうございました。 
 

川崎中原 RC：河合 束 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


