
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 1522回 （本年度第 17回）例会 

令和 4年 3月 3日（木）ZOOM 併用 例会 
 

点  鐘  宮崎 玲児 会 長 

司  会   下條恵理子 会場監督 

斉  唱 「君が代」「奉仕の理想」 
 

会員出席報告  

 
欠席者：今井会員、江口会員、菅野会員、神谷会員、河西会員、 

坂本耕会員、徳安会員、髙木会員、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

お客様紹介   
☆ゲストスピーカー  
 川崎市教育委員会地域文化財課 
課長 服部 隆博 様  

☆阿部 央 様（市川会員ゲスト） 
☆エンクトル ビルグーン様（米山奨学生） 

 
会員お祝い お誕生月おめでとうございます♪ 
 
☆今井 敬 会員  3月 6日 
☆河西俊市朗会員 3月 3日   

 
ＲＬＩ修了証      地区委員委嘱状 

 
 
 
 
 
 
 
 
◇ＲＬＩパート 1～3 修了証 ◇Ｒ平和フェロー委員 
とバッチ：井元雄一会員   市川功一会員 
 

◇ＲＬＩパート 3 修了証：  ◇クラブ管理運営委員 
下條恵理子会員       小林正樹会員 

 

 
 卓 話  川崎市教育委員会  

地域文化財課課長 服部 隆博 様  
「川崎市の地域文化財について 」 

 
み 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「文化財」というものを普段あまり身近に感じる

ことが少ない私たち。今回は市教育委員会で文化財

の審査や顕彰を担当されている服部課長から、文化

財とは何かというそもそも論からお話をして頂きま

した。 

まず文化財の中には、有形文化財、無形文化財、民

族文化財、記念物、文化的景観、伝統的建築物群とい

う 7種類があるそうです。全然知りませんでした。 

 

また川崎市には国が指定した文化財が 17件、県が

指定した文化財が27件、川崎市が指定したものが115

件、国に登録されている文化財が 7件、県選択無形民

俗文化財と言うものが 1 件、全部で 167 件の文化財

が存在しているとのことでした。国や県、市がそれぞ

れ文化財を指定するそうで、思ったよりもたくさん

あるんだという印象でした。もちろん指定区分が違

うため、それぞれ根拠となる法律や条令も全部違う

とのことです。 

ちなみに当クラブ副幹事の内藤会員のご活躍で、

いくつもの文化財が川崎市によって指定されている

とのことでした。内藤会員の活動の幅の広さと多様

性にはいつも驚かされます。 

服部課長は、「まだまだ川崎市内には日の目を見て

いない文化財が眠っています。ロータリークラブの

みなさんにはぜひ文化財を見つけてお知らせ頂きた

いと思っています」とおっしゃっていました。 

個人からの文化財の申請は受け付けておらず、団

体から申請することが必要とのことでした。 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２３名 １２名 １１名 ６０.００％ 

前々回(2 月 3 日) 欠席 10 名 Make up 2 名 ７２.７３％ 
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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 

井元雄一会員  
ワンポイントエクササイズ 
  
代謝アップ！ 
肩甲骨のストレッチで
シェイプアップ 



日本ＲＬＩ合同ＤＬ研修 
日本ＲＬＩ合同のディスカッションリーダー研修が

記念すべきロータリークラブ創立の 2月 23日に開催

されました。この研修のデモセッションを 2590地区

が担当することになり、当クラブの井元雄一会員が

代表に選ばれ、222名の参加者の前で立派に務めを果

たしておりました。ちなみに井元会員が当クラブ初

の RLI 全パート修了者となり、その証であるバッジ

の授与もされました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真右列中段が井元雄一会員（撮影：下條会員） 

 
ニコニコ報告    
◆宮崎玲児会長・内藤松雄副幹事 
川崎市教育委員会文化財課課長 服部隆博様、ようこ
そ中原 RC へお越しいただきありがとうございます。
卓話大変楽しみにしております。 

◆井元雄一会員 
 奇跡的に感染者が少なかった 12月に、当社グループ
ＫＣＳの 30周年を祝う祝賀会が開催され、新聞がで
きましたのでお配りします。国会議員の先生方も参
加して下さり、久しぶりにリアルでみんなに会えま
した。やはり親睦は大切だと実感しました。 
またロータリーでもリアルで集まっていろいろ奉仕
活動やりたいですね。  

◆SAA一同 
 本日は「ひなまつり」大分春らしく気持ちの良い日で

すね。 服部様、本日はようこそ川崎中原 RCへ！ 
卓話楽しみにしております。   

◆親睦委員会一同 
 服部様、本日はご多忙の中、お話をして下さり有難う

ございます。文化財の大切さを学びたいと思います。 

◆「みんなニコニコ」 
 本日は、ひな祭りですね。明かりをつけましょボンボ

リに。 服部様、ようこそお越し下さいました。  
 Mr.SUZUKI会員・市川 功一会員・小林 正樹会員 

神林 久雄会員 ・遠藤 久乃会員 

 
 
 

 

会長報告 宮崎 玲児 会長（3月 17日）  
１．第 2 グループ第 5 回会長･幹事会の報告 
 
幹事報告 江口 進 幹事（3月 17日）  
１．地区からの来信 

①当地区のウクライナに対する人道的活動支援と、 

ＲＩの声明・具体的支援について、お知らせが届いて
おります。 下記抜粋 
 
ロータリー財団は現在、ウクライナ国内並びに周辺 

国のロータリー地区が実施している救援活動を支え
るための正式な窓口として災害救援基金を指定し、協
力を呼び掛けています。この基金は、上記の地区より
申請された水、食料、シェルター、医療品、衣服とい
った救援物資を含め、難民や被災地への支援プロジェ
クトに活用されます。 

当地区と致しましては、期首に各クラブよりご協力 

を頂きました他地区被災地への義援金の残金と、本年 

度の地区財団活動資金（DDF）の一部を拠出すること 

を決定しました。 支援のための寄付を検討されてい 

クラブにおかれましては、地区にて取り纏めて送金致 

しますのでご連絡下さいとの事です （〆切 4/15） 
 

②オンラインＲＬＩ卒後コースのご案内。 

日時：2022 年 4 月 17 日(日) 9：00-15：00 

対象者：ＲＬＩの全パート（Ⅰ～Ⅲ）を終了された方：
井元雄一会員 
 

③地区経由にて、米山記念奨学会業務委託・覚書提出の
依頼が届きました。 ※会長と会長エレクトの署名・
捺印の上、提出させて頂きます。 
 

２．他クラブ例会臨時変更 
●川崎宮前 RC  

3 月 8 日･15 日(火) 例会取消  
※22 日･29 日は当初より例会なし 

●川崎大師 RC  
3 月 9 日･16 日･23 日(水)  休会 

●川崎鷺沼 RC  
3 月 9 日･16 日(水) 例会取消 
3 月 23 日･30 日(水) 例会開催に変更 点鐘 12：30 

●川崎西 RC  
3 月 11 日･18 日(金) 例会中止 

●川崎百合丘 RC 
3 月 15 日･22 日･29 日(火) 例会中止 

●川崎麻生 RC 3 月 18 日(金) 例会取消 
●川崎中央 RC  

3 月 21 日(月･祝) 休会 
3 月 28 日(月) 夜間移動例会 

●川崎北 RC  
3 月 30 日(水) 夜間例会を昼例会に変更 点鐘 12：30 
 

３．本日例会終了後に、臨時理事会を開催します。 
 

ニコニコボックス 本日 10,000 円 累計 265,500 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 60,000 円 

 
例会情報   

３月１７日(木) 点鐘 7：15（早朝例会） 
クラブフォーラム 徳安 職業奉仕委員長 
 

４月 ７日(木) 点鐘 12：30 
卓話：(一社)選挙制度実務研究会 代表理事  
小島勇人様（市町村職員中央研究所客員教授） 

 
４月２１日(木) 点鐘 7：15（早朝例会） 

第 1回 被選クラブ協議会  


