
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1454回 （本年度 第 25回）例会 

令和 元年 6月 20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 出席委員長 

欠席者：会田会員、今井会員、坂本会員、坂口会員、髙木会員、
都倉会員、渡久地会員、内藤会員 

  

お客様紹介 小泉 正博 会長    

本日は、いらっしゃいません。 
  
ニコニコ報告  江口 進 親睦委員長  

◇坂田 重男 様（川崎高津南 RC） 
 ホストファミリー謝礼をいただきましたが、これにつ

いては貴クラブでご活用ください。  
◇小泉 正博 会長・徳安 久是 幹事 

 皆さんおはようございます。いよいよ今年度最後の例

会になりました。１年間皆さんと共に過ごした日々が

思い出されます。良かったのか、良くなかったのか、

或いは楽しく充実したロータリーライフだったのか、

そうでなかったのか、今答えを出すことが出来ません

が、ゆっくりと物思いにふけりながら考えてみたいと

思います。今日は、会員の皆さんにとっても最後の例

会であるし、最後のクラブ協議会です。誰はばかるこ

となく、自分と正直に向き合いながら、１年間の総括

をして頂ければと思います。最後になりますが、１年

のお付き合い有難うございました。また、例会場を提

供して下さった「精養軒」、そして研修会の会場を提

供して下さった「市川会員」「今井会員」には本当に

感謝申し上げます。 
 
◇山田 一之会員 

 ８５才をもって免許証を中原署に返上しました。 

正直さびしいものです。女房が一番困っています。 

年ですね。いやですね。 
 
◇大塲 秀幸会員 

 6 月 7 日にお預かりしました。 

 大塲会員ありがとうございます。 
 

◇ＳＡＡ一同 

いよいよファイナル例会ですネ。会員皆様、一年間

お力添え有難うございました。 
 

◇親睦委員会一同 

各会員におかれましては、今年度例会へのご出席お

疲れ様でした。例会への参加はクラブの根幹にかか

わるものです。次期においても積極的なご出席をお

願い致します。 
 

「みんなニコニコ」 
 

高瀬建夫会員・若狭滋則会員・江口 進会員 

市川功一会員・神谷 直会員・藤村伸一会員 

山本 剛会員・中村敏史会員 
   

ニコニコボックス 本日 60,247 円 累計 565,747 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 130,000 円 

 
 

 クラブ協議会  
 

副会長担当部門 

出席親睦委員会 江口委員長  

会員が朝、昼、夜の参加しやすい時間帯に出席で

きるとしているが、出席率が下がる傾向です。最近

は会員数が増える傾向もありましたが会員によって

は出席しにくいようです。 

例会への出席は会の根幹をなすものなので引き続き

奨励したい。次期担当者にそのように引き継ぎたい。

そのほか、親睦委員会は、年末家族会やファイナル

懇親会を開催しましたが、クラブ旅行はできなかっ

た点は反省点です。 
 

クラブ会報委員会 市川副会長（委員長・副委員長

不在のため） 

人数的に困難に直面しながらも工夫しながら会報

は出された。来期は担当になるので頑張っていきま

す。HP 上で会報を報告するとか将来的にはいろい

ろありますが、当クラブでは紙ベースはまだやめら

れないと思います。今後の課題として次年度以降に

引き継ぎます。 
 

プログラム委員会 市川副会長（委員長、副委員長

欠席） 

今季は地域で活躍されている方々から勉強させて

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２８名 １４名 １４名 ６３．６４％ 

前々回(5 月 16 日) 欠席 14 名 Makeup8 名 ８７.５０％ 

 

  

 

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 



いただきました。例会数も 4 回から 2 回に半減した

ので、内容の濃いものを目指してきた。委員だけで

は卓話者を募ることは難しいので、皆さんがアンテ

ナを張っていただき、いろいろな方を紹介していた

だければありがたいです。 
 

会長エレクト担当部門 

会員増強担当 小林委員長 

今期 3 人辞めて１人入会、藤村さんです。皆さん

もいろいろとお声掛けして頂いたんですが、私もで

すが、会員増強が結果的に成就しませんでした。今

後も焦らず、次期委員長とも連携を取りながら、一

会員として増強に今後も努めていきたいと思います。 
 

研修・雑誌・広報 小林委員長 

期首計画書の予定通り年 6 回の開催。地区委員長 3

名、小泉会長、私、ダンウェイの高橋さんの 6 回で

様々な分野からよい研修会を開催できたと思います。

いいろいろなチャンネルを通じて皆さんに広報し、

皆さんで揉んでいただいて、今日、明日、明後日へ

繋がる糧にしてもらいたいと思います。 
 

クラブ活性化委員会 市川委員長 

今年から「まち歩き同好会」を創設。11 月と春 2

回。今後は例会以外のご家族を含む集まりとして、

今後もこの同好会は継続し会員として同好会に協力

していきます。 

クラブの理念を作ろうという課題については、最

後の研修会で話しただけになりましたので、次年度

に引き継いでまとめてもらいたいと思います。何を

目指すのかが分かると、勧誘される新会員候補も決

断しやすい。複数のクラブから誘われているときは、

クラブの選択に役立つ。会員増強にも繋がるなど、

いろいりな意見が出たので早めにまとめていただけ

ればと思います。 
 

会長コメント 

全体的に出席の人数見ると、クラブとしてどうな

るのかと感じます。企画に参加する人はいつも同じ、

それは会員増強にも表れていて、先行きが不安、厭

世的な雰囲気が全体にどことなく漂っています。 

23 の 34 については次期職業奉仕委員長江口さん

に次年度研修委員会でお願いします。 

不易流行という概念はありますが、改革はそうい

う大前提をも否定せざるを得ないのかなと。会員身

分の議論もありますが、会員同士での平等感が不平

等感になるのではと危惧します。 

会費や早朝例会など改革してきた素地はあります

が、参加人数も少なく、いろいろなことをその中で

決めることが良いのか？ 一方、やりたいようにや

るしかないのかなとも思うに至っています。 

 

 

 

 

会長担当部門 

職業奉仕委員会 神谷委員長 

TESSEI の現場研修は、大きな成果があった。職

業奉仕は何なのかという部分は研修委員会が担った

ので、次期は職業奉仕委員会と研修委員会が組むと

よいかなと思います。 

集まって活動することが大事で、委員会ありきの

活動ではないことが重要です。 
  
社会奉仕委員会 小泉会長（委員長不在、副委員長

欠席） 

東出委員長でバザーもやった、補助金も獲得しま

した。ボッチャを寄付したその後はどうなったでし

ょうか？ できるだけ継続していきましょう。 
 
国際奉仕委員会 高瀬委員 

今季は委員長不在で活動を積極的に展開していま

せんが、ポリオの撲滅活動は重要です。 
 

会長から補足 

財団と米山については寄付ですので、毎月集める

という平準化に努めてきましたが、意図した結果に

なりませんでした。被選理事会は寄付というより会

費かなと思います。内容は議論の余地がありますが

これらは事業であると理解し、ある程度強制すべき

かなとも思います。次年度に全体で議論すべきであ

ろうことを付け加えます。 
 
青少年奉仕委員会 江口委員 

交換留学生,米山奨学生については関与しなかっ

た。中原中学で職業奉仕を開催。社会人としての仕

事、中身の濃い卓話でした。川崎市ラグビーフット

ボール協会から支援要請がありました。次期に引き

継ぎたいと思います。 
 
その他の会員からの意見 

会員数の減少、出席率の悪さ、残念。出席するこ

とで、ロータリーの目的である親睦を図ってもらい

たい。 
 

 例会数が月 4 回が 2 回。若い人が勉強できないの

ではないか。出席によって親睦が図られる。それが

大原則です。 
 
新会員については勧誘に問題があるのでは？数よ

り質だと思います。原点をもう一度振返ってもらい

たい。欠席者にはスポンサーから出席を促してもら

いたいです。 
 
期首計画書の記載事項について退会者に関する記

述は見直すべきであろう。 
 
クラブ活性化は、人数が少ないと活性化しないし、

活性化しないと増強できないので、増強と密に連絡

をとっていきたい。 
 
当クラブは、未来に向かって発展する要素があり、

会員増強はゼロであるが、研修会では入会予備軍へ

トライしており入会の可能性があります。 

IT 化は課題が明確になりました。 



  

７月４日  報告事項   
徳安 久是会長  宮崎 玲児幹事 

 
１．2018-19 金子 大ガバナーより、年度無事終了の礼

状を頂戴しております。 
  
２．川崎市立中原中学校より、「職業講話」をされた  

江口 進会員・内藤松雄会員・坂本耕一会員に 

礼状と生徒からの手紙が届きましたので、お渡し

致します。 
 
３．第 1 回 第 2 グループ会長･幹事会の報告 

（ 7 月 3 日開催 ） 
 
４．地区からの来信 

 ①R 財団より、2019-20 地区補助金プロジェクト承認

のご連絡が届いております。 

今後は、クラブにて立て替え払い等によるプロジ

ェクト開始が可能となります。 
 

②上期地区資金の送金依頼がきております。  
 
 ③７月のロータリーレートのお知らせ  

1 ドル＝１０８円 
 

④第 16 回インターアクトサマーミーティング開催

のご案内が届いております。 

2019 年 7 月 30 日(火) 13：00-17：00   

会場：横浜ワールドポーターズ 6階イベントホール 

⑤地区ローターアクト全クラブ合同例会のご案内。 

2019 年 7 月 28 日(日) 13：30-16：30 

会場：サンピアン川崎 
  
５．川崎鷺沼 RC より、2019-20 年度例会にについて 

お知らせが届いております。 

  ・第１週 昼例会 点鐘 12：30 とうふ屋うかい鷺沼店 

  ・第 2 週 移動例会 

  ・第 3 週 夜間例会 点鐘 18：00 とうふ屋うかい鷺沼店 

   ・第4週・第5週  休会 
 
６．他クラブ例会臨時変更  

●川崎とどろき RC  

7 月 15 日(月)  休会 

7 月 22 日(月)  夜間例会 精養軒 点鐘 18：30 

●川崎中 RC       

7 月 16 日(火)  休会   

●川崎鷺沼 RC   

7 月 31 日(水) 家族親睦例会  点鐘 18：00 

二子玉川エクセルホテル東急 ビアテラス 
 
７．他クラブ会報の回覧 川崎北 RC 
 
８．2019-20 年度活動計画書をお送り頂きました。 

  川崎中央 RC、新川崎 RC、川崎北 RC、川崎中 RC、

川崎とどろき RC、川崎西北 RC 
 
９．本日の配付物 

  活動計画書・2018-19 地区大会記録誌・ロータリ

ー財団ハンドブック(2018-19 年度作成版) 
 
10. 次回例会は、７月１８日(木) 点鐘 7：30  

ホテル精養軒にて 早朝例会です。 

  ガバナー補佐をお迎えしてのクラブ協議会となり

ますので、必ずご出席下さい。 

  また、クラブ協議会終了後に理事会を開催致しま

す。理事・役員の皆様ご出席をお願い致します。 

      

今後の予定 
 

◇７月18日 (木) 早朝例会 点鐘7：30 
ガバナー補佐をお迎えして 

「クラブ協議会」  

クラブ協議会後、理事会開催 

 

◇７月25日 (木) 研修会18：00～ 
ジェクト㈱ 会議室「４つのテスト」 

 


