
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 1507回 （本年度 2回早朝） 

令和 3年 7月 15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 「4 つのテスト」  
 

会員出席報告  

 
欠席者：菅野会員、坂本会員、坂口会員、髙木会員、高瀬会員 
    都倉会員、徳安会員 

お客様紹介 

☆米山奨学生学友 ムカダス・ムキタルさん  

 

 

 

 

 
昨年度 皆出席会員の表彰  
 
皆出席会員の表彰をし、記念品を会長より贈呈し

ました。下記の会員の方々です。おめでとうござ

います。 

市川会員、小林会員、都倉会員

神谷会員、井元会員、宮崎会員 

内藤会員、徳安会員、高瀬会員 

山本会員、河合会員、小泉会員 

以上 12 名 

 

 
 

 

ニコニコ報告      
◆川崎鷺沼ロータリークラブ 小川湧三様 
出席できませんが、よろしくお願いいたします。 

 
◆宮崎会長・江口幹事 
本日はクラブ協議会です。皆様よろしくお願いいたし 

ます。下條会員の今度発表される CD がタワーレコ

ードの予約数がクラシック部門で１位になったそう

です。おめでとうございます。 
 

◆市川功一会員 
 昨日の夕方、2 度目のワクチン接種が終わりました。

皆様はいかがですか。 
 
◆下條恵理子会員 
 この度、私の NEW アルバム「クラシックピアノ『人

生で聴いておきたい名曲』が 7/28 に全国発売いたし

ます。そして、昨日、お陰様でタワーレコードオンラ

インのディリ―予約ランキングで１位を頂きました。

日本中が音楽の力で元気になれることを願っていま

す。 
 
◆SAA一同 
本日は、クラブ協議会です。皆様の活発なご意見をよろ

しくお願いいたします。 
 
◆親睦委員会一同 
今年度、親睦会員として精一杯やりたいと思います。

よろしくお願いいたします。 
 
◆「みんなニコニコ」 

藤村 伸一会員・藤村 伸一会員・神林 久雄会員 

江口  進会員・神谷 直会員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２６名 １４名 １２名 ６６.６７％ 

前々回(６月 17日) 欠席 7名 Make up 1 名 ８４.６２％ 

ニコニコボックス 本日 11,000 円 累計 29,000 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 0 円 
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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 
 
「労働時間管理の問題～会社から自宅での 
テレワーク。戻る時間は労働時間か？」  



クラブ協議会 
江口幹事より、クラブ協議会開催

の宣言と合わせ、ロータリーにおけ
る寄付について資料を示しなが 

らの説明がありました。 

 

 

 

 

出席・親睦委員会 内藤松雄委員長 

昨年度はコロナ禍でズームでの活動をすることがで

きた。親睦面で不十分だった。計画書の

通り、親睦例会家族会の開催を是非開い

てみたい。 

今年は、是非、親睦を少しでもはかれ

る活動をしたい。また、市川会員がガバ

ナー補佐を受けている市川会員をサポ

ートできるようにしたい。 
 

クラブ会報委員会 神谷直委員長 

 クラブ会報委員会は、新しいメンバーも 3 人おりま

すので、新メンバーにとって、クラブ

を知る活動の機会になるといいと思っ

ています。 

 会報は、活動の記録を残すという意

味で重要な活動だと思っています。例

会の様子がわかる会報にしたいと思っ

ております。 
 

会員増強委員会 市川功一委員長 

増強は、どこのクラブも課題になっている。３５人を

目標にしたい。３５人が平均的な人数。

その過程で、今年は３０名を目指した

い。あと４人の入会を目指したい。 

一人の努力ではできないので、みん

なで候補の方をお呼びして頂きたい。

１１月には、川崎市長も来賓としてく

るので、是非その機会に誘ってほしい。 
 

雑誌・研修委員会 市川功一委員長 

雑誌に関しては、ロータリーの友の記事を紹介した

い。研修に関しては、入会の浅い会員にロータリーに

ついての研修会ができればいいと思っている。 

状況がよくなれば、全員が集まっての研修会にした

い。クラブごとにやり方が違っている。声を出して、歌

うクラブもあれば、普通に食事をしているところもあ

る。中原クラブらしく、運営していけばいいと思いま

す。 
 

クラブ活性化委員会 小林正樹委員長 

前年度の会長が委員長になるという

流れを作っている。今までの歴史を紐解

きたいと思っている。 

クラブの中が笑っていないと、クラブに

行きたいと思わない。笑いを大切にした

いと思っている。 

 

 

職業奉仕委員会 徳安久是委員長 

本日欠席により江口幹事から 

職業を持つ者がその職業を通して社会に貢献してゆ

くというのがロータリーの根幹です。ロータリーは、ポ

ールハリスの時代から職業を持つ者の親睦や奉仕活動

をしてきているので、職業奉仕が主要な活動であると思

っています。 

 

社会奉仕委員会 藤村伸一委員長 

今までの支援先のフォローを大切にし

たい。 

今、環境問題に関するニュースが多く

報道されている。プラスチック製品を日

常的に受け取ることをしないような取り

組みが必要で、そんないいことを知った

時は、にこにこで皆さんに報告してもらうのはどうかと

考えています。 

 

国際奉仕委員会 若狭滋則委員長 

本日欠席により江口幹事から 

ロータリーの奉仕活動は５部門ある。職業奉仕・クラ

ブ奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕の５個。ロー

タリーの会員は、ロータリー財団と米山記念奨学会に寄

付をしている。 

地域の福祉団体に福祉用具・作業機器等を寄付している。

これは、ロータリー財団の資金を原資としてやっている

活動です。また、留学生の受け入れを米山奨学金の資金

を原資としてやっています。本来これらの寄付は、本人

の任意でやっていますが、寄付金の納付等は受取の事務

的な負担もあるので、銀行引き落としで対応したいと考

えています。 

 

青少年奉仕委員会 井元雄一委員長 

活動としては、中原中学校の職業

講話がある。中２を対象としている。 

昨年やってみて、とても熱心に聞

いてくれたと感じた。親以外の大人

の話に耳を傾けてくれたのだと思い

ます。 

最近、ユーチューバーになりたい人が多いのかと思っ

たけど、実はしっかりと考えていることがわかりました。 

その活動も本日なので、しっかりやってきたい。 

ローターアクトクラブの活動を熱心にやっているク

ラブもあります。川崎にはローターアクトクラブはない

ようなので、横浜の活動を見てきたいと思っています。

その上で、川崎の地でもローターアクトの立ち上げがで

きないか検討してみたいです。 

 

会長エレクト 神谷 直会員 

状況の変化はつきものです。コロナ禍であっても、そ

れをマイナスにばかり捉えないで、どうすれば活動を継

続できるかを考えながらやっていきたい。 

 

 



会計担当 神林久雄会員 

予算の詳しい数値は、記載の通りで

す。今年度は周年事業があるので、特

別会計を設けています。 

ズームを活用した例会の為の費用や、

３５周年事業のために１００万円を繰

り入れています。 

 

SAA 小林正樹会場監督 

クラブの空気を明るくすることが必要と考えていま

す。気品と風紀を守りつつも、明るいクラブにするの

が目標です。気配り、目配り、心配りを旨に SAA の活

動をしていきたいです。 

 

会員からひと言 

下條会員  

それぞれの役職の話を聞いて、 

ロータリーの仕組みや中原クラブ

のことがわかってきて、楽しくなっ

てきた。SAA の役職にもついたので、

明るく楽しいロータリーの活動を

楽しみたい。 

 

 

 

河西会員 

入ったばかりで、よくわからない

ことがあるが、会報委員の活動を楽

しみにしている。 

 

 

 

 

 

 

大羽会員 

地域に根差しつつも、グローバル

な活動を楽しみたい。 

 

 

 

 

 

 

上野会員 

入ったばかりで、わからないこと

が多いのですが、少しずつ楽しみた

い。 

 

 

 

 

 

 

 

ムカダス・ムキタルさん 

皆さん、ご無沙汰しております。 

 

宮崎会長 

スタートアップ会員について  

 法人個人の開業創業から５年以内

の方につき、会費の減額を行うもの

とします。個人法人を問わず、創業５

年までの方について、２年間会費を

優遇するものとして運用してきます。

ご確認をお願いします。 

 

 

会長報告 宮崎 玲児 会長（８月５日） 
 
１．理事会報告 
 
２．中原中学校での職業講話をご担当いただいた 

大羽会員、下條会員、上野会員ありがとうございま

した。学校からの礼状と、生徒さんからの感想文が

届きましたのでお渡しします。 

 
幹事報告 江口 進 幹事（８月５日） 
 
１．地区からの来信 

①第 2590 地区の公式訪問について、地区方針が届いて

おります。 

〇国による緊急事態宣言が発令された場合 

⇒緊急事態宣言発令中は公式訪問を中止とします。 

従いまして、8 月中の公式訪問は「中止」 

極力、上半期内で日程の再調整 

 

〇横浜市・川崎市にまんえん防止等重点措置・神奈川版 

 緊急事態宣言発令中の間 

⇒原則として公式訪問は予定通り実施致します。 

⇒但し、クラブの状況･事情により日程変更等ご希望が

あれば、ガバナー補佐宛に連絡下さい。 

⇒クラブ協議会については、オンラインを利用する等、

各グループのガバナー補佐とご相談頂き、無理のない

範囲で実施して下さい。 
 
引き続き会員各位におかれましては健康にご留意頂き、

安全・安心を第一に、ロータリー精神に則った無理のな

いクラブ運営・活動をお願い致しますとの事です。 

 

② 8/3 開催予定の「クラブ奉仕プロジェクト委員長 

会議」は、政府による緊急事態宣言発令により「中止」 

の連絡が入っております。 

 

２．他クラブ例会臨時変更  

●川崎ﾏﾘｰﾝ RC  

7 月 15 日～8 月 26 日(木) オンライン例会に変更 

8 月 5 日(木) ガバナー公式訪問「延期」  

8 月 12 日(木) 休会  
●川崎 RC  

7 月 22 日～8 月 19 日(木)  

神奈川県緊急事態宣言を受けて 休会  
●川崎中央 RC  

8 月 2 日～30 日(月)コロナ感染拡大により休会 



●横浜南 RC  

7 月 31 日～緊急事態宣言解除まで、例会休会 

●川崎宮前 RC  

8 月 3 日･17 日(火) 例会時間 12：00-12：30 に短縮  

会食無し､弁当持帰り 

●川崎百合丘 RC  

8 月 3 日･17 日(火) 

緊急事態宣言によりオンライン例会に変更 

 8 月 10 日(火)  休会 

●横浜南央 RC  

8 月 3 日～31 日(火) 緊急事態宣言により休会 

●新川崎 RC  

8 月 4 日～25 日(水) 緊急事態宣言により休会 

●川崎鷺沼 RC  

8 月 4 日～25 日(水) 緊急事態宣言により休会 

●川崎西北 RC  

8 月 5 日～26 日(木) 緊急事態宣言により休会 

●川崎とどろき RC  

8 月 9 日～23 日(月)  休会 

●川崎中 RC  

8 月 10 日･17 日(火)  休会 

●川崎高津 RC  

8 月 12 日(木)     休会 

   

３．2021-22 年度活動計画書をお送り頂きました。 

回覧いたします。 

  川崎 RC、川崎南 RC、川崎百合丘 RC、 

川崎麻生 RC、川崎幸 RC 

 

４．他クラブ会報の回覧   

川崎南 RC、川崎とどろき RC    

 

５．次回例会は、 

８月１９日(木) 点鐘７：１５ 早朝例会です。 

  河西俊市朗会員の入会卓話を予定しております。 

  


