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第 1506回 （本年度 １回） 

令和 3年 7月 1日（木） ZOOM併用例会 
 

点  鐘  宮崎 玲児 会 長 

司  会   小林 正樹 会場監督 

斉  唱 「君が代」  
 

会員出席報告  

 
欠席者：今井会員、坂本会員、坂口会員、髙木会員、高瀬会員 

 
 
 
 
 
 
 

 

お客様紹介 
 
☆本年度 第２グループガバナー補佐  
市川功一様（川崎中原ロータリークラブ） 

☆本年度 米山奨学生 ビル・グーンさん 
 

 
木槌の引継ぎ  

いよいよ、宮崎年度の

スタートです。直前会

長の小林会員から宮

崎新会長に木槌の引

継ぎが行われました。 

 
 

 
例会会場の精養軒様へのお礼 

 

例会場になっている精

養軒様に今年もお世話

になるので、お礼の品

をお渡ししました。 

 
 
 

 
    

 
ピアノ演奏の布施さんへのお礼 

 
布施さん、 

いつも素敵な演奏を

ありがとうございま

す。 

 
 
 

 
お客様のご挨拶  
第２グループガバナー補佐 
市川功一様（川崎 
中原ロータリークラブ） 
今年度第２グループガバナー補佐に任命されたの

で、よろしくお願いします。当クラブでは、５人目

のガバナー補佐ということになります。初代が仁

上さん、二代目が山本さん、三代目が河合さん、四

代目が小泉さん、そして五代目が私となります。 

ガバナー補佐の役割は、地区との連絡係だと思っ

ています。ガバナー補佐就任の挨拶が、自クラブで

ある中原クラブでよかったと思っています。 

 
米山奨学生 ビル・グーンさん 
みなさん、こんにちは。米山奨学生のビル・グーン

です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

活動報告 「女性会員交流会」下條恵理子会員 
６月２９日 ホテルニ

ューグランドで開催さ

れた女性交流会に参加

し、その報告をしてくだ

さいました。 

１００名近い会員が集

まり、仲間が増え嬉しい

気持ちになったそうで

す。女性の会員比率に関

する資料をもらい、興味

深いとのこと。ちなみに、日本は、女性の比率が７．８％

ととても低いそうです。 

 
 
 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２６名 １８名 ８名 ７８．２６％ 

前々回(６月３日) 欠席９名 Make up 2 名 ８３.３３％ 
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 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 AM7:15～ TEL:044-711-8855 
 

 

 

会長・宮崎 玲児  幹事・江口 進 会場監督・小林 正樹 会報委員長・神谷 直  

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 

 

『奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために』 Serve to Change Lives 

ＲＩ会長 シェカール・メータ 第２５９０地区ガバナー 小倉 正 

宮﨑会長のワンポイント 
 
「労務管理の基本は、法定３帳簿」 



会長就任挨拶 
会長に就任した宮崎

です。どうぞ、よろし

くお願いいたします。

私の今期の目標は、

「ロータリーの原点

に返り、職業奉仕を

学ぼう。」です。 

なぜ、いま、職業奉仕

か。ロータリーに入会して７年が経ちますが、自分が

ロータリーに入会したのは、職業奉仕という考え方に

惹かれたからです。当時は、まだ開業間もないころで、

どう事業を進めていくか悩んでいました。そのとき、

決議２３－２４を読んで衝撃を受けたことを覚えてお

ります。奉仕という考えには関心があったのですが、

経済的余裕や時間的余裕がまだまだで、できるかとう

か疑問がありました。しかし、職業奉仕であれば自分

でもできるのではないかと思いました。 

２０２１年度の RI 会長のメッセージは、外に出でて奉

仕しようです。これは、自分としては、職業奉仕を積極

的にしようという内容として理解しております。 

例会については、極力、休会にしないで、継続開催して

いきたいと思っている。今まで通り、親睦の活動も力

を入れたいと思います。オンラインの飲み会等を使い

ながら、親睦を深めていこうと考えています。 

新会員のフォローもこれからの課題と認識しています。 

クラブの多様性を意識した活動も大切にしたいです。 

どうぞよろしくお願いします。 
 
幹事就任挨拶 

幹事の江口です。よ

ろしくお願いいた

します。 

幹事は、事務方を引

受けます。会員の活

動を支えてくれる、

事務局の岩崎さん、

オンライン担当の

道野さん、ピアノの布施さん、精養軒のスタッフの皆

さん。皆様に感謝しながらの例会運営を進めたいと思

います。 

 

 

 

 

 

 
 
精養軒さん     IT担当 道野さん 

 
ズーム参加の皆さん。  

改善点があれば、 

ご意見をお寄せくだ 

さい。 

 

 

ニコニコ報告     
◆第２グループガバナー補佐 市川功一様 
ガバナー補佐としての初めてのご挨拶が自分の出身
クラブなのは、嬉しいです。１年間、よろしくお願い
いたします。  

◆宮崎玲児会長・江口進幹事 
 本日より、新年度のスタートです。不慣れな会長で

色々ご迷惑をお掛けすることもあると思いますが、
今年１年、よろしくお願いいたします。市川ガバナー
補佐、本日は、よろしくお願いいたします。 

◆SAA一同 
 宮崎会長、江口幹事丸の船出を祝し、心よりお喜び申
し上げます。今年１年、SAA３名で力を合わせて精一
杯頑張りますので、皆様からのご指導をよろしくお願
いいたします。 

◆「みんなニコニコ」 
Mr.SUZUKI会員・藤村 伸一会員・徳安 久是会員 
内藤 松雄会員・神林 久雄会員・菅野 研一会員 
河西俊市朗会員・神谷 直会員 

 

会長報告 宮崎 玲児 会長（７月１５日）   
１．2020-21 年度 吉田隆男ガバナーより、年度 無事終

了の礼状を頂戴しております。回覧  
２．地区より、2020-21 年度ロータリー米山奨学事業へ

の地区目標達成の礼状が届いております。 

  一人当たりの寄付額 27，421 円 全国１位を達成。 

３．地区より、他地区被災地支援義援金への協力依頼 

  義援金額：会員一人当たり 2,000 円程度  

送金期限：2020 年 8 月 10 日（火） 
 
 幹事報告 江口 進 幹事（７月１５日）  
１．地区からの来信 

①クラブ奉仕プロジェクト委員長会議開催のご案内 

 日時：2021 年 8 月 3 日(火) 15：00-17：00 

 開催要領：ホテルプラム 3 階 または ＺＯＯＭ 

 出席対象者：藤村社会奉仕委員長・若狭国際奉仕委員 

  長・井元青少年奉仕委員長  
②地区資金・地区事業費・地区大会分担金の送金依頼 

③米山普通寄付金の送金依頼がきております。 

④7 月のロータリーレートのお知らせ 1 ドル＝111 円  
２．7 月の理事会議事録 7 月 12 日に配信。   
３．他クラブ例会臨時変更  
●横浜あざみ RC 7 月 21 日(水) 休会 
●川崎大師 RC  7 月 21 日(水) 休会 
●川崎 RC  7 月 22 日・8 月 12 日(木) 休会    
４．例会場変更のお知らせを頂いております。 

 ◇川崎鷺沼 RC 新例会場：ホテルＫＳＰ 月 3 回例会 

第 1 第 2 週：点鐘 12：30 第 3 週：夜間例会 

◇横浜あざみ RC  

新例会場：あざみ野「四季・花りん」  

５．2021-22 年度活動計画恵送 回覧いたします。 

  川崎大師･川崎中央･川崎ﾏﾘｰﾝ･新川崎･川崎北･川崎
中･川崎とどろき･川崎西･川崎西北･川崎高津各 RC  

６．本日、活動計画書と会報ファイルをお渡ししていま
す。お持ち帰りください。 

2021-22 年版の手帳、ご希望の方は事務局まで 

ニコニコボックス 本日 18,000 円 累計 18,000 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 0 円 


