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ＲＩ会長 ホルガー・クナーク 第２５９０地区ガバナー 吉田 隆男

川崎中原ロータリークラブ会報
KAWASAKI NAKAHARA R.C. WEEKLY／2020～2021

会長・小林 正樹 幹事・神谷 直 会場監督・内藤 松雄 会報委員長・井元 雄一
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
◆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

第 1490 回 （本年度 9 回）

クラブ協議会

令和 2 年 11 月 5 日（木）

会長より、本日のクラブ協議会は、各理事･役員･委
員長からのご報告後、<川崎中原ロータリークラブの今
を考える> をテーマに、次年度に向けて、いろいろな
課題を整理するため、全会員で忌憚のない意見を出し
合いたいとの考えが示されました。
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会員出席報告
本 日

江口

進 出席委員長

会 員 数
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前々回(10 月 1 日) 欠席７名
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主要なテーマ 3 点
・３５周年行事
・ＩＴの件
・会の運営等当たり前のことの再確認
先輩方にとっては当たり前のことであっても、会の運
営をもう一度規律あるものにしていきたい。

欠席者：今井会員、坂本会員、坂口会員、髙木会員、都倉会員

３５周年記念式典について
・３５周年行事については、理事会では決定されたが、
クラブ協議会でもみんなの意見を反映した形で、進め
◆下條恵理子様（エクミュピアノサロン代表）
ていきたい。
◆ムカダス ムキタル様（米山奨学生）
・３５周年というのは、一つの節目だから開催したい。
確かに、コロナ感染の問題があるが、５年間の蓄積が
井元雄一会員ワンポイント
あるから、あまり参加規模を大きくしないで、こじん
エクササイズ
まりと開催してはどうか。
・まず、実行委員長を決めて、その人が実行委員の組織
「肩甲骨を多く
を決めて進めてく必要がある。
運動させよう」
やることは理事会で決めたのだから、あとは実行委員
会が段取りを決めていく必要がある。
・いつから準備の開始をするか、いつ開催するか、どの
入 会 式
ご入会おめでとうございます！
規模か、どこでやるか等を実行委員会でもんでほしい。
・１０年の節目の周年行事は、
外部への発信の意味を込
大羽 将裕 会員
めて大規模にやってもいいのではないか。
㈱ＢＩＧ ＷＩＮＧＳ
・一方、５周年の場合は、むしろ内部向けに会員のための
代表取締役
周年行事にしてもいいのではないか。
職業分類:
ＩＴ環境について
スポーツクラブ
・地区の行事に参加した時、実際参加しているのは半数、
あとの半数は ZOOM で例会に参加していた。
会員お祝い
・ZOOM を使っての参加も検討してもいいのではない
か。
おめでとうございます♪
・例会にリアルに参加することで初めて「例会の出席」
10月 徳安久是 会員
として認められる。
11月 山本 剛 会員・宮崎玲児 会員
また、３５周年の行事は、節目の行事として是非成功
させてほしい。
米山奨学金贈呈
・コミュニケーションの仕方としてはリアルが優れて
いるが、新しい手法も取り入れていくことが必要と考
ムカダス ムキタルさん
える。ただ、それが主となるのではなく、リアルでの
東京国際映画祭の作品
例会を基本としつつ、オンラインも導入してもいいの
素晴らしいですね。
ではないか。
応援しています！
・以前から、IT の導入を取り入れるべきと考えている。

お客様紹介

オンラインでも交流は深めることはできる。例会に
の流れと進歩発展を感じました。報告機関誌をお配
出ることができない事情（出張、旅行等）があっても、
りします。第 1 面中央に私の写真もあります。当クラ
オンラインで参加できるとあれば、新しい会員も入
ブもどんどん発展していきましょう。
りやすいのではないか。
◆江口 進 会員
高齢者であれば、家族にセットしてもらえばいい。
本日、個人的に良きことがありましたので、ニコニコ
ZOOM のセキュリティも問題があるという指摘もあ
とさせていただきした。
るが、FACE TO FACE の実感がある。
◆SAA 一同 クラブ協議会よろしくお願いします。

例会の回数について
月３回にしたらどうかという意見が出た。どう思うか。
・今は、昼２回と研修１回にしているが、それなら、例
会３回としてはどうか。
・去年より参加している。仕事の関係で出ることがで
きない場合があるが、３回ということであればそれ
に合わせることができる。
・昼間の時間の方がいい。意見を交換する場が増える
ので、かえって好ましい。
・実際に例会に参加できないメンバーがどのように参
加できるかを考える必要がある。これから入会する
人が一番入会しやすい形態にして運営していく方が
いいのではないか。

◆「みんなニコニコ」
徳安 久是会員・山本
剛会員・神林 久雄会員
藤村 伸一会員・市川 功一会員・小泉 正博会員
Mr.SUZUKI 会員
ニコニコボックス

本日

15,025 円 累計

171,025 円

記念日ニコニコ

本日

15,000 円 累計

40,000 円

会長報告

小林 正樹 会長（11 月 19 日）

１．11 月理事会議事録 配信の報告
２．第 2 グループ第 3 回会長・幹事会の報告

幹事報告

神谷

直 幹事（11 月 19 日）

会長よりまとめ
１．地区からの来信
各テーマに基づき皆さまから貴重なご意見有り難う
①「米山奨学生を囲む集い」開催のご案内
ございました。温故知新と言う 4 字熟語が有ります。
日時：2020 年 12 月 5 日(土) 18：00-20：30
この言葉は昔の事を学びその知識得て過去を研究し
場所：ホテルキャメロットジャパン 5F
今の新しい事態に対処すると言う意味であり社会全
※ムカダスムキタルさんと市川カウンセラー・地区委
般に通ずる解釈ではないでしょうか？これからも会
員の都倉さんにご出席いただきます。
員同士で多くの協議の場を持ち議論を重ね今の時代
②「青少年交換（ＹＥ）プログラムに関するアンケー
に即した会員皆様の為になるクラブ作りを模索して
ト」の結果報告等の文書が届いております。
行きましょう！
※アンケート集計結果も含めて回覧いたします。
③2019-20 年度ロータリーＹＥ派遣学生 オンライン
帰国報告会 開催のご案内
日時：2020 年 12 月 19 日(土) 14：00-16：15
場所：オンライン（ＺＯＯＭ）にて
※出席対象者：会長・幹事・青少年奉仕委員長
２．横浜東ＲＡＣより、例会のご案内
2020 年 11 月 21 日(土) 17:30 - 19:00（Zoom）
「アウシュビッツ博物館公認ガイド 中谷 剛様卓話
登録料：無料
登録締切：11 月 18 日(水) 厳守
２．他クラブ例会臨時変更
ニコニコ報告 江口 進 親睦委員長
●川崎高津南 RC
◆下條恵理子 様
12 月 28 日→21 日(月) 年末家族会
映画「蛾の光」を鑑賞してまいりました。先日ロータ
1 月 4 日→18 日(月)
新年初例会
リーの会合でお会いした芸大の院生の方にもお会い
●新川崎 RC
していたので、尚、心動かされました。
11 月 25 日・12 月 9 日・23 日・30 日(水) 休会
12 月 16 日(水) みやだい倶楽部 点鐘 17：30
◆小林正樹会長・神谷 直幹事
３．他クラブ会報の回覧
川崎南 RC
今年も残すところあと２ヶ月となりました。
４．次回例会：１２月３日（木）点鐘
12：30
本日のクラブ協議会では、充実した話し合いができ
「年次総会」です。
ますように。中原クラブの未来のために。
◆若狭滋則 会員
神谷 直 幹事 ワンポイントアドバイス
この度、㈱若狭製作所は廃業しました。
68 年間ありがとうございました。
「近い将来、相続登記が義務化される！
◆市川功一 会員
放置できない相続未了土地」
米山奨学生のムキタルさんが撮影助手を務めた映画
「蛾の光」が東京国際映画祭に出品され、一昨日六本
木の劇場で上映されたのを内藤会員、下條さん、私等
川崎中原ロータリークラブ公式フェイスブック
５人で観に行ってきました。
ページができました。会員皆様ぜひご覧下さい。
◆井元雄一 会員
コメントもよろしくお願いします。
先日 ZOOM を使って日本とアメリカをつないで 150 人
https://www.facebook.com/rcnakahara/
のセミナーをやってみました。とても好評で、時代

