
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 1525回 （本年度第 20回）例会 

令和 4年 4月 21日（木）ZOOM 併用早朝例会 
 

点  鐘  江 口    進 幹 事 

司  会   下條恵理子 会場監督 

斉  唱 「四つのテスト」 
 

会員出席報告  

 
欠席者：今井会員、菅野会員、河西会員､坂本耕会員､坂本暁会員､

髙木会員､徳安会員、都倉会員、上野会員 
 

 
 
 
 
 

 

お客様紹介   
☆遠藤会員ゲスト 平野 由香 様 

 
被選クラブ協議会 

※ 役職名は、次年度開始以降を想定して記述 
 

会 長 神谷 直会員 

 次期会長を拝命しております神谷です。よろしくお

願いいたします。先日の PET に参加して、会長方針考

えてみました。「イマジン ロータリー」というテーマ

があって、1 年後のクラブのあるべき姿をイメージし

て積極的な取り組みをしようということだと思います。

会員の入れ替わりもあり、また出席率も減少している

今こそ、魅力あるクラブ創りが必須だと思います。魅

力あるクラブ創りをテーマに次期会長職を務めたいと

思います。 
 

１ 「魅力あるクラブ創り」 

地元企業代表者、事業主が同じ立場で集まるロータ

リークラブ。会員として同じ立場で親睦活動や奉仕活

動に勤しむことができる。それがロータリークラブの

魅力ではないでしょうか。 

ややもすれば、コロナ禍を理由に自分の事業だけに

閉じこもりがちになるかもしれません。しかし、生き

ている意味を考えれば、縁あってこの地で事業をする

者同士、同じ立場で集まり、親睦活動や奉仕活動をす

ることができるロータリークラブを魅力あるクラブに

したいと思います。魅力を感じ、参加意識を高め、参

加率を限りなく１００％にすることをイメージして次

年度を運営したいと思います。 
 

２ 「例会を楽しみの場にする」 

例会に出て、よかった！面白かった！うれしかっ

た！を増やしましょう。例会を疎かにして、充実した

ロータリー活動はないと思います。例会は、会員が定

期的に集うことができる場です。お互い声を掛け合い

ましょう。「どう、元気」とかでもいいと思います。意

識的に声を掛け合いましょう。そのための場のはずで

す。 

例会は、学びの場でもあり、刺激の場です。今日の

宮崎会長の中途採用の話もそうですが、とても学びに

なりましたね。そのような学びや刺激をエッセンスに

していきましょう。プログラムの充実が不可欠です。 

そして、お互いを知る場にもしましょう。お互いの職

業、背景、家族をどれだけ知ろうとしているでしょう

か。その工夫なしに、親睦はないはずです。意識的に

お互いを知る努力をしましょう。 

一年間よろしくお願いいたします。 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２４名 １２名 １２名 ５７.１４％ 

前々回(3月 17日) 欠席 12名 Make up 2 名 ６８.４２％ 
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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 
  
猫背改善 エクササイズ！ 

宮崎会長 労務管理ワンポイント 
 

中途採用で管理職を採用するのはあまりお勧め

しません。可能なら、在籍している社員を昇進

させて管理職にする方がいいです。  
 

どうしても管理職を中途採用する場合はスキル

のミスマッチがないか以前の職歴をよく確認す

ること、管理職としてどのようなことを求めて

いるのか伝えることはもちろん、雇用契約書や

労働条件通知書で明確にしておくことが大切で

す。前職が管理職だったというだけで採用する

のはハイリスクです。 
 

契約もできれば最初は有期契約で、給与も役職

手当とそれ以外を区別して支給するようにしま

す。万一管理職としてスキル不足だった場合、

管理職手当部分は調整できるようにしておきま

す。 
 

ここまでしても、採用後に求めていたものと違

ったと、相談を受けることが非常に多いです。

管理職の中途採用は慎重にしましょう。 



幹 事 内藤 松雄会員 

来年、幹事としてやっていきます内藤です。よろし

くお願いいたします。皆さん、それぞれの役割をご確

認お願いします。平野さん、阿部さん、遠藤さん、楽

しみにしていてください。中原ロータリークラブは、

卓話がとても充実しています。 

 

副会長 市川 功一会員 

魅力あるクラブ創りという目的に全面的に協力しま

す。同業の団体ではない、地域の法人会、市民の会と

も違う。いろいろな形での奉仕、家族も含んでの交流

もある。 

私の父、市川清（川崎北ロータリークラブ）も２年

前亡くなりましたが、５６年間クラブ会員として活動

してきました。酒も飲まないし、ゴルフもしませんで

したが、ロータリーには通い続けました。ロータリー

にはいろいろな活動があり、それに参加することが重

要だったのではと思います。自分も２６年ぐらいの在

籍です。自分の人生にはなくてはならない場所です。

新しい会員の皆さんにもそうなってほしいと思います。 

 

会 計 神林 久雄会員 

 今年度に続いて会計です。会員が減少している点が

会費収入減少に影響しています。 

 

会場監督 井元 雄一会員 

 入会して３年目です。自分は、ロータリークラブっ

て楽しいと感じている。海外でも世界中にロータリー

の仲間が広がっています。そのような取り組みを進め

ていきたいです。 

 

青少年奉仕委員長 下條恵理子会員 

昨年、職業講話を担当して、中学生のきらきらした

目を忘れることができない。その感動を今年も、とい

う気持ちで、青少年奉仕に力を入れたいです。 

 

社会奉仕委員長 大羽 将裕会員 

 社会奉仕活動について何ができるかを検討して、新

年度の活動を考えたいと思います。 

 

親睦委員長・国際奉仕委員長 小林 正樹会員 

魅力あるクラブ創りには、魅力あるロータリーライ

フが必要です。親睦はコロナ禍で難しいところもあり

ましたが、親睦を通じて交流を深めることができれば

一番いいと思います。 

国際奉仕については、ウクライナのことや財団米山 

米山記念館への訪問も考えてもいい。 

 

会長エレクト 江口 進会員 

クラブの魅力を配信する重要な役割だと感じている。

入会後初めての役割です。名誉であるとともに責任を

感じている。 

 

職業奉仕委員長・プログラム委員長 宮崎玲児会員 

 職業奉仕、クラブ活性化を担当します。やりのこし

たことがあるので、それに取り組みたいです。会長か

ら話があったが、お互いの職業を知ろうという取り組

みをやりたい。新しい方々の職業を知りたい。昔は入

会卓話で初めてその人の職業を知ったが、もっと早期

にお互いに慣れていったらいいと思います。職場訪問

も以前はよくやっていた。 

プログラムに関してですが、卓話者を決めていくに

あたり、地域の事業者や慈善活動団体等に声をかけ、

選定していきたい。 

 

新会員 阿部 央さん  

まだわからないことが多いので、いろいろなことに

チャレンジしていきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジェニファー・ジョーンズ 

国際ロータリー会長エレクト 

ウィンザー・ローズランド・ロータリークラブ 

（カナダ・オンタリオ州）会員 

 

 

ニコニコ報告    
◆川崎鷺沼 RC 小川 湧三様 
これからもよろしく 
  

◆宮崎玲児会長・江口 進幹事 
今日は被選クラブ協議会です。皆様、宜しくお願い
致します。 

平野様、本日はようこそ中原 RC へ 

お越しいただきありがとうございます。 
   

◆SAA一同 
 春爛漫 早朝から川崎中原 RCの例会爽やかですね。 
本日は、第 1 回被選クラブ協議会。皆さまよろしく
お願いいたします。 
   

◆親睦委員会一同 
 平野由香様、ようこそお越し下さいました。 
これからもよろしくお願いします。 
  

◆「みんなニコニコ」 
 市川 功一会員・江口  進会員・神谷  直会員 
神林 久雄会員・遠藤 久乃会員 
 

 

 

ニコニコボックス 本日 10,000 円 累計 299,500 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 75,000 円 



会長報告 宮崎 玲児 会長（5月 12日）  
１．理事会報告 
 
２．地区より、2022 年ＲＩ国際大会（ヒューストン）

について、地区方針とＲＩ最新情報が届きました。 
   
３．次週 5月 19日(木)は、 

ホテル精養軒にて点鐘 18：00 創立 35 周年記念
例会を開催いたします。 

 
 
幹事報告 江口  進 幹事（5月 12日）   
１．地区からの来信 

① 2020-22 年度 RLI 参加者「懇親会」開催のご案内が 

届いております。 

 日 時：2022 年 6 月 20 日（月）17：00-19：00 

会 場： 崎陽軒本店 ４F 又は５F 

会 費：5,000 円 （当日徴収）   

締切日：5 月 31 日 必着 

 ※参加対象者：井元会員、下條会員 
 
②ローターアクト年次活動報告・卒会式のご案内が 

届いております。 

 日 時：2022 年 6 月 11 日(土)12：30-15：30   

会 場：ホテルプラム+ZOOM のハイブリッド開催 

登録締切：5/31（火） 

※詳細は、5/9 付メールにてご確認下さい。  
 
③ ｸﾗﾌﾞ事務局員連絡会開催のご案内が届いております。 

 日 時： 2022 年 6 月 3 日(金)16：00-17：30   

場 所：メモワールプラザソシア 21  

※事務局岩崎出席予定 
 
④ 地区研修･協議会の冊子が届きましたので、対象の 

方に郵送させて頂きました。  
 
２．ＲＩ日本事務局より、5 月のロータリーレートは、

1 ドル＝１３０円に変更の連絡が届いております。 
 
３．他クラブ例会臨時変更 
●川崎とどろき RC  

5 月 2 日･23 日･30 日(月)  休会 
5 月 8 日(日)-9 日(月)  一泊移動例会  

熱海大観荘   点鐘 18：00 
●川崎中 RC  

5 月 3 日･17 日･31 日(火)  休会 
5 月 28 日(土) 創立 50 周年記念事業 東北支援 

日帰り例会 名取市 閖上小中学校 
●川崎鷺沼 RC  

5 月 11 日(水)  献血奉仕活動 10 時～12 時 
宮前保健所前（川崎宮前 RC と合同） 
移動例会 点鐘 12：10 茶寮 

5 月 18 日⇒20 日(金)  
15：30-17：30 4RC 合同研修セミナー 

（川崎西RC･川崎高津 RC・川崎高津南RC・
川崎鷺沼 RC） 

18：00-19：30 川崎西 RC 夜間例会出席 
5 月 25 日(水) 親睦移動例会  

10：00～湘南サニーサイドマリーナ 
●川崎百合丘 RC  

5 月 17 日(火)  家族感謝会  
アサオガーデン   点鐘 17：30 

●新川崎 RC  
5 月 18 日(水)  休会 
6 月 8 日(水)-9 日(木) 会長幹事ご苦労様会 
6 月 15 日・29 日(水)   休会  

●川崎高津 RC  
5 月 19 日⇒20 日(金) 移動例会  

4RC 合同研修セミナー 
●川崎麻生 RC  

5 月 20 日(金) 例会場変更 
ホテルモリノ点鐘 12：30 

5 月 27 日(金)  会長幹事ご苦労様会 
 ホテルモリノ 7F「梅の花」点鐘 18：00 

●川崎西北 RC  
6 月 23 日(木) 最終夜間例会  

柏屋     点鐘 18：00 
6 月 30 日(木)  休会  
 

４．他クラブ会報の回覧 川崎北 RC 

 

例会情報    
５月１２日(木) 点鐘 12：30 
卓話：防衛大学校教授 坂口大作様(元一等陸佐） 

 
５月１９日(木) 点鐘 18：00～20：00 
  創立 35周年記念例会 

 
６月 ２日(木) 点鐘 12：30 クラブ協議会 

 
６月１６日(木) 点鐘 18：30 ファイナル例会 

2022年国際大会（ヒューストン）について 
～地区の方針と RI最新情報～ 

【抜 粋】 
2022 年 6 月 4～8 日に米国ヒューストンで行わ

れます 2022 年ロータリー国際大会につきまして
は、３年ぶりに対面開催が予定され、当地区から
も現在数名ご登録頂いております。 

 
＜地区方針＞ 
国際大会が対面で開催される場合、例年ですと

地区にて旅行プランを組んだり、第 2590 地区ガバ
ナー主催晩さん会（地区ナイト）を企画したり致
しまして地区内各ＲＣにご案内し、参加促進活動
を行っております。しかしながら、本年度は未だ
コロナが収束したとは言えず、ガバナーとしては
地区運営を第一に考え、今年度の国際大会には参
加しないことと致しました。 
従いまして、今年度は地区主催行事、ツアーの

企画、ご紹介等はありません。ご了承下さい。 
 
＜ＲＩからの最新情報＞ 
ＲＩからの情報では、ヒューストン国際大会は

バーチャル形式での参加も可能です。 
登録料は 5 月 5～10 日は 50 米ドル、5 月 11 日

午前 0時～8月 31日（シカゴ時間）までは 75ドル
で、米ドルのみで請求されます。本会議では、タ
イム誌が選ぶキッド・オブ・ザ・イヤー（今年の
子ども）であり、著者かつ Kindness Activist のオ
リオン・ジーン氏や著者のアレックス・モントヤ
氏をはじめ、一流ゲストの講演、さまざまな分科
会もご視聴可能です。 
セッションは、プログラムの開始 30 分前から終

了までライブストリーミングされ、そのコンテン
ツはライブイベント終了後、オンデマンドで提供
されます。オンデマンドのコンテンツは、2022 年
8 月 31 日までご覧いただけるとのことです。(日本
語視聴可) 
詳細は convention.rotary.org からご確認下さい。 

https://msgfocus.rotary.org/c/1JjJncy9ChtW1VYlE5wETN6dPfnc

