『ロータリーは機会の扉を開く』 Rotary Opens Opportunities
ＲＩ会長 ホルガー・クナーク 第２５９０地区ガバナー 吉田 隆男
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「我等の生業」

会員出席報告
本 日

神林久雄 出席副委員長

会 員 数

出 席

欠 席

出 席 率

２７名

１９名

８名

７６.００％

前々回(12 月 17 日)欠席 10 名

Make up 3 名

今はコロナで私の店も半分自粛で 16 時に開店し 20
時には閉めなければいけない。完全にお休みするよ
りは、フリーランスで働いている従業員のために少
しでも収入になればと思って開けています。最後に
なりますが、うちのロータリークラブは第 33 回甲子
園に出場した。ロータリークラブで予選をやって、勝
ち残ったところが実際に甲子園に出られた。阪神の
ウグイス嬢がみんなの名前を呼んでくれた。またや
ろうと声をかけて掛け合ったが、今はできないと断
られてしまい残念に思います。

８６.３６％

欠席者：江口会員、菅野会員、大羽会員、坂本会員、坂口会員、
髙木会員

◇井元 雄一 職業奉仕委員長
職業分類「カイロプラクティック」

名古屋でガバナーだった祖父の
整形外科の家に生まれ、ずっと体
をよくする所は病院だけだと思っ
井元雄一会員ワンポイントエクササイズ
ていました。大学生の時のバイク
事故の後遺症がきっかけで、当時、
「頭をすっきりさせるストレッチ」
少林寺拳法部の主将をやっていま
したが、その時の監督がカイロプ
職業奉仕・クラブフォーラム
ラクティックを教えてくれました。私もエジプトで
◇小林 正樹 会長
生まれた療法かと思っていましたが、正しくはアメ
職業分類「喫茶」
リカ発祥でわずか 100 年足らずで世界中に広がった
ものです。アメリカには３種類のドクターがいます。
ずっと野球をやっていまし
１つ目がケガや病気を治す医者でメディカルドクタ
た。有名な江川さんとも一緒の
ー。2 つ目がカイロプラクターで背骨や関節を調整す
チームでした。人に正直に向か
るゆがみと神経のお医者さん。3 つ目がオステオパシ
い合って、あいさつに始まって
ーという、リンパや脈管系の流れを治すお医者さん。
あいさつに終わる、自分が身を
私はカイロプラクティックだけでなく、姿勢とミッ
粉にして働く姿があれば必ず
クスした姿勢専科 KCS センターを 9 院経営していま
人がついてくると思います。
昔と今で 3 つ変わったところがあると感じていま す。
アメリカでは姿勢を見ると背骨の状態がわかると
す。1 つ目が、お金の払い方が変わった。以前は「今
日は俺が払うよ」とおごる文化が当たり前だったが、 言いますが、日本のみなさんの姿勢が悪いのは姿勢
今は当然のように割り勘で払うように変わってしま の教育がないから。私が今、全国で姿勢の講演会やセ
った。2 つ目は、ものを売ることから時間を売るよう ミナーなどの啓発活動に力を入れている理由は、こ
になり、飲み放題や食べ放題などにビジネスが変わ の仕事を始めて 5 年目の時に、脊柱側弯症の子ども
っていっている。3 つ目はカツラ。昔は来た時と帰る を診たから。その子どもは塾に通うため来院できな
時で髪型が崩れていたが、最近はそういうことも見 くなったがその時の顔が忘れられず、そもそも側弯
症になる人を減らそうと思ったからです。みなさん
られなくなった。

お客様紹介
◆ 小川 湧三様（川崎鷺沼 RC）

もカッコよく健康になってほしいと思っています。

小林 正樹 会長（２月４日）

１．2 月の理事会報告

◇神林 久雄 会員
職業分類「信用金庫」
マネーロンダリング（マネ
ロン）防止の観点からお話し
ます。昔は本人確認も緩く、
口座開設の営業で家に訪問す
れば本人確認ができたことに
なり、家族全員や親せきの名
前、ペットの名前で開設して
もらった先輩もいたくらいでした。今はもちろんそ
んなことできなく厳密になっています。それに加え
て、ほかにも口座開設で気をつける点があります。
１つ目に外国人の口座の開設は、帰国の際に口座が
売却されたりするので残留期限を見て解約のご案内
をします。２つめは同一のお客様が複数の口座を開
設する場合、法人が店舗ごとにとか、学校が学年ご
とに開設する合理的な事情がある場合は別ですが、
それ以外の場合は開設が難しくなっています。３つ
めは、遠方の場合も基本的にはお断りします。４つ
目は合同会社の新規の法人口座開設も、比較的簡単
に会社設立できるので、実態の確認が必要になりま
す。他にも注意を要する取引があるのでそれらの場
合は本部を通じて報告をするなど 30 以上の注意点
がマニュアル化されています。マネロン防止の観点
からお話しさせて戴きました。

ニコニコ報告

会長報告

神林久雄 親睦副委員長

２．地区より、2021 ロータリー国際大会（台北）は
バーチャルにて開催、これに伴い、地区ナイトは
中止とのお知らせが届いております。
３．寄付の表彰品が届きましたのでお渡し致します。
◇Ｒ財団寄付：メジャードナーのクリスタル盾と
襟ピン：市川功一会員
◇米山功労者メジャードナー表彰状とピン：
市川功一会員
米山功労者マルチプル表彰状：小泉正博会員
米山功労者表彰状：宮崎玲児会員

幹事報告

神谷

直 幹事（２月４日）

１．地区からの来信
①オンラインＲＬＩ（ロータリーリーダーシップ
研究会）パートⅡ開催のご案内
日時：2021 年 3 月 14 日(日)9：00-17：00
研修方法：オンラインでの少人数でのディス
カッション形式
参加費：無料
申込締切：3 月 3 日(水)
※参加ご希望の方は、事務局までお知らせ下さい。

②米山学友会総会のご案内が届いております。
日時：2021 年 2 月 20 日(土) 18：00～
ZOOM にて
申込締切：2 月 13 日
③コロナ禍におけるＷｅｂロータリアンマップ(仮
称)作成事業者募集のご案内が届いております。
④2021-22 年度クラブ会長・幹事の漢字表記の問合
せがあり、宮崎玲児会長・江口 進幹事のお名前
で提出させて頂きました。
２． 他クラブ例会臨時変更

◆小川 湧三様（川崎鷺沼 RC）
お世話になります。
◆小林正樹会長・神谷 直幹事
今日は職業奉仕クラブフォーラムです。会員の仕
事を知ることができるいい機会です。楽しみです。
◆ＳＡＡ一同
緊急事態宣言の中、皆様いかがお過ごしでしょう
か。混雑した場所は落ち着くまで気をつけましょ
うね。
◆「みんなニコニコ」
Mr.SUZUKI 会員・神林 久雄会員・高瀬 建夫会員
山本
剛会員・島田 叔昌会員・市川 功一会員
藤村 伸一会員・徳安 久是会員
ニコニコボックス

本日

12,000 円 累計

231,025 円

記念日ニコニコ

本日

0 円 累計

55,000 円

川崎中原ロータリークラブ公式フェイスブック
ページができました。会員皆様ぜひご覧下さい。
コメントもよろしくお願いします。

https://www.facebook.com/rcnakahara/

●横浜あざみ RC
2 月 3 日・17 日(水)
休会
2 月 10 日・24 日(水) 移動例会アートフォーラム
あざみ野 2F 飲食無し
●川崎百合丘 RC
2 月 9 日(火)
休会
2 月 16 日(火)
オンラインによる例会（予定）
点鐘 13：00
2 月 23 日(火・祝) 休会

３．Ｒ財団と米山寄付の確定申告用領収書が届きま
したのでお渡し致します。
※本日ご欠席の方には郵送いたします。
神谷 直 幹事 ワンポイントアドバイス

「通帳の電子化は、財産を見えにくく
する危険あり！」
！」
例会案内
２月１８日(木) 夜間例会 点鐘１８:３０
卓話：みずほドリームパートナー㈱上席執行役員
統轄部長 広本 浩司様「知ってる！？宝くじ」

