
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1461回 （本年度 第 7回） 

令和 １年 10月 3日（木）  
 

点  鐘  徳安 久是 会 長 

司  会   内藤 松雄 会場監督 

唱  和 「君が代」「奉仕の理想」 

会員出席報告   

欠席者：今井会員、小林会員、坂口会員、髙木会員、渡久地会員, 
 

お客様紹介 徳安 久是 会 長  
   

◆内野  徹様（川崎とどろき RC会長エレクト） 

◆青少年交換学生（ブラジル） 

Graziela PALERMO DE OLIVEIRA（グラッズィ）さん 

◆韓  喬 君（米山奨学生） 

 

会員お祝い 

お誕生日おめでとうございます！ 

徳安 久是 会員 

藤村 伸一 会員 

 

 

 

 

 

 

クラブフォーラム（社会奉仕）  

１． 中村 敏史会員 

金融機関の社会奉仕と言われてもピンとこない感じ

もあるのですが、詐欺対策で金融機関は何をやってい

るかお話します。まず窓口の対応としては 100 万円以

上の支払いは「何に使いますか？ご家族の方は知って

いますか？」と質問をしています。100 万以上について

は神奈川県警からチェックシートが来ていて、「携帯番

号が変わったと連絡がなかったですか？かばんや小切

手を無くしたと言われ

ていませんか、家族か

らお金が至急必要と言

われていませんか」な

どをお客様にお聞きし

ています。それでも不

審な方には現金で渡さ

ずないで、先方に振り

込むよう言うと答えられない場合があり、怪しいぞとい

うことで警察を呼びます。もうひとつは、預金小切手（資

金化に 3 日かかるので）を勧めます。 

ATM は 1 日で現金 50 万円、振り込みは 200 万円の

限度がありますが、70 歳以上の高齢者が 1 年間 ATM を

使わなかった場合は 10 万円しか降ろせません。振込の

場合は 0 円で全くできません。警察と手を組みながら

詐欺防止策を行いますがお客さんによっては「めんどく

さいな」とか「何で警察呼ぶんだよ」と言う人もいます。 

もし詐欺が行われた場合は警察から何で質問しなか

ったのか、警察に電話しなかったのかとかなりのお叱り

を受けます。ご迷惑をかけますが皆さんの財産を守るた

め頑張っています。 

 

２．市川 功一会員 
当社は建築、不動

産業ですが、賃貸管

理戸数は 3000 戸を

超え、その 80 棟位の

清掃を知的障害者の

NPO のアシストワー

クさんに依頼してい

ます。当クラブでも

支援したことがあり

ます。当社は中原区中心の事業展開なのでできるだけ地

域の人やお子さんと交流する機会を持とうと考えてい

て次に映像を映して紹介します。 

例年 8 月の第一土曜日に「夏休み工作教室」を行い

今年で 20 回目になりました。親子で 100 人くらい参加

され夏休みの宿題の工作物を作ります。コンクリート祭

りは 7 回目を迎え、コンクリートを練ったりミキサー

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

26 名 1８名 ８名  78.26％ 

前々回(9月 4日)欠席 10名 Make up ２名  78.26％ 

 

 

 

 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 AM7:15～ TEL:044-711-8855 
 

 

 

KAWASAKI NAKAHARA R.C. WEEKLY／2019～2020 
 

会長・徳安 久是 幹事・宮崎 玲児  会場監督・小林 正樹 会報委員長・市川 功一  

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 

 

『ロータリーは世界をつなぐ』 Rotary Connects the World 

ＲＩ会長 マーク・ダニエル・マローニー 第２５９０地区ガバナー 轟 淳次 



車に載ったり、いくつかの工作体験もできます。 

今年は今まで最多の 900 人が来場しました。 

あと当社には中原工房という木材や金属を加工した

り、いろいろなものづくりのワークショップができる

施設があります。中には会社を退職した後、木彫の仏

像づくりを始めて工房に通っている人もいます。また 2

年前には川崎市の補助金事業で、週 1 回 3 か月にわた

り子供たちに道具の使い方から最後にはイスなどを作

る講座を開きました。また 1 月には餅つきや夏には流

しそうめんを行いました。 

今年の 3 月に完成した下小田中小学校の現場では 

工事中に 6 年生の現場見学会を行いました。 

 

ニコニコ報告  神谷 直 親睦委員 
   
◆川崎とどろきＲＣ 内野 徹様 

 本日はブラジルから参りました交換学生グラッズィ

さんをお連れ致しました。現在、橘高校に通ってお

ります。どうぞよろしくお願い致します。  
◆徳安会長・宮崎幹事 

 川崎とどろきＲＣから会長エレクト内野様、青少年

支援学生グラッズィさん、ようこそおいで下さいま

した。 

秋になります。クールビズの終了も近くなり、消費

税率がアップしましたが、健康管理に励んで下さい。  
◆山田 一之 

会長一昨日は車まで出してもらってありがとうござ
いました。車中おしゃべりが過ぎましたね。「から缶
は音がする」というのは本当でした反省！これから
は口数を少なめにします。又よろしくおねがいしま
す。でも楽しかった！  

◆親睦委員会一同 
本日はクラブフォーラムです。神谷委員長よろしく
お願い致します。  

◆ＳＡＡ一同 

ブラジルよりお越しのグラッズィさん。ようこそ日

本へおいで下さいました。大歓迎いたします。引率

されました内野様ありがとうございます。 

◆「みんなニコニコ」 
 
藤村 伸一会員・高津 建夫会員・鈴木 次男会員 

江口  進会員・中村 敏史会員・島田 叔昌会員 

山本  剛会員・神谷  直会員・市川 功一会員 

 

会長報告 市川 功一 副会長（10 月 17日） 
１．2018-19 年度 Ｒ財団寄付の表彰品と領収書が届き

ましたのでお渡し致します。 

  ・ベネファクター認証状と襟ピン 

  ・マルチプル･ポール･ハリス・フェロー感謝状 

  ・確定申告用領収書  
２．地区より、ＲＬＩパート 1 の終了証が届きました

のでお渡し致します。  
３．地区より、台風１５号千葉県被災地への義援金協力

依頼が届いております。 

会員１人当たり 500 円以上 期限：11 月 15 日(金)   
４．中原区民祭実行委員会より、賛助金の礼状が届いて

おります。なお、台風 19 号による影響などで、「区
民祭中止」の連絡を頂いております。  

５．「ふるさと川崎まちづくり運動」より、第 18 回世
界平和祈りの集いのご案内が届いております。 

  10 月 26 日(土) 9：00～13：00  川崎大師  
６．中原区諸団体合同新年賀詞交歓会準備会のご案内 

日時：11 月 8 日(金)10 時 中原区役所 
  

幹事報告 宮崎 玲児 幹事（10 月 17 日）  
１．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Ⅱ開催案内。 

日時： 2019 年 11 月 10 日(日) 8：30-17：00 

場所： 聖光学院中学高等学校   
②「旧東海道クリーンウォーク」参加のお誘い 

 日時：2019 年 12 月 1 日(日) 集合 13 時    

集合場所：川崎班：日航ホテル前    

横浜班：キャメロットジャパン前 

※参加ご希望の方は、事務局までお知らせ下さい。  
③神奈川県ロータリアン親睦テニス会のご案内。 

 日時：2019 年 11 月 12 日(火) 9：30 集合  
 
④2019-20 年度 R 財団「グローバル補助金」対象人

道的ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ募集のご案内が届いております。 
 
⑤2020-21 年度 R 財団奨学生募集開始のご連絡。  
⑥横浜南 RAC タバコの吸殻拾い&ｳｫｰｷﾝｸﾞのご案内 

11 月 17 日(日) 10:30 〜 1 蒔田公園（集合）  
 ⑦横浜東 RAC 例会のご案内 

  10 月 27 日（日）9:15～15：30 つるみ中央地域 

     ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ｢ケアプラザまつり」ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱで出店 
 

２．他クラブ例会臨時変更  

●川崎 RC 10 月 17 日･31 日(木)   休会 

●川崎中央 RC 10 月 21 日⇒26 日(土)地区大会 

●川崎鷺沼 RC 10 月 23 日⇒20 日(日) 宮前区民
祭参加 ジョナサン宮前平店点鐘 12：00 

 10 月 30 日⇒26 日(土)地区大会 

●川崎大師 RC 10 月 23 日⇒26 日(土)地区大会 

●新川崎 RC 10 月 23 日⇒26 日(土)  11：00

横浜ベイ東急ホテル後、地区大会参加 

 10 月 30 日(水 )新会員歓迎会 

 11 月 6 日・27 日(水)   休会 

●川崎ﾏﾘｰﾝ RC 10 月 24 日⇒26 日(土)地区大会 

 10 月 31 日(木)   休会 

●川崎西北 RC 10 月 24 日⇒26 日(土)地区大会 

 10 月 31 日(木)     休会 
  
３．10 月 25 日(金)-26 日(土)  地区大会 点鐘 12：30 

パシフィコ横浜会議センターにて 

ニコニコボックス 本日 19,000 円 累計 180,500 円 

記念日ニコニコ 本日    10,000 円 累計 30,000 円 


