
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 1527回 （本年度第 22回） 

創立 35周年記念例会 

令和 4年 5月 19日（木）ZOOM 併用 夜間例会 
 

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：阿部会員、菅野会員､坂本耕会員､徳安会員､髙木会員 
    上野会員 
 
お客様紹介   
☆第 2 グループガバナー補佐 市川功一様 

☆エイド川崎北 RC 石井 弘様 

☆スポンサークラブ 

川崎北 RC 会長 峯岸雅宏様 

川崎北 RC 幹事 松下幸夫様 

☆元会員 

 山田一之様・髙瀬建夫様・戸張裕康様 

 工藤和弘様・中村敏史様 

☆小林正樹会員ゲスト 永澤 拓様 

☆2014-15 青少年交換学生 青山優子様 
 

黙 祷  
平成 29年(2017年)5月より､これまでにお亡くなり

になられた物故会員に対し、黙祷を捧げます。 

■ 原  秀元 様  

平成 29 年 5 月 23 日ご逝去 享年 79 歳 
 
■ 仁上 喜久夫 様   

令和 3 年 7 月 31 日ご逝去  享年 92 歳 
 

ご 挨 拶  宮崎 玲児 会長 
 
本日ここに、川崎中原 RC

の創立 35 年の記念例会を

開催するにあたり、ご挨

拶申し上げます。 

ご多忙にもかかわらずご

列席いただきました、エ

イドの川崎北 RC石井 弘様、川崎北 RC峯岸 雅宏会長、

松下 幸夫幹事、を始め、多くのお客様に厚く御礼申し

上げます。 

本日は、時節柄、記念式典ではなく、親クラブなら

びに元会員様、会員関係者のゲストをお迎えしての、

ささやかな創立 35周年記念例会という形をとらせてい

ただきました。 

川崎中原 RC は 1987 年にスタートし 35 周年を迎える

ことができました。今までの 35年間の歴史に関しては、

このあと「３５年を振り返って」と題して記念卓話が

ございますので割愛させていただきますが、こうして

35 周年の記念例会が開催できるのも先輩たちが培って

きた親睦、友情、努力のたまものだと思っています。 

川崎中原ＲＣの特徴として、早朝例会の実施や、コ

ロナ禍でもいち早く zoomを併用した例会を行うなど、

新しい意見を取り入れてくれる土壌があること、30 代

から 80代まで幅広く偏りの少ない会員の年齢構成にな

っていること、そして、何より熱く、また深くロータ

リーについて指導してくださり、親身になっていつで

も相談に乗ってくれる諸先輩の存在があげられると思

います。 

これからもこの良き伝統を受け継ぎ、発展させてい

きたいものです。そのためには、例会を大切にし、会

員一人ひとりが一層の研鑽に励み、親睦を深め、ロー

タリーの輪を広げていくことが重要ではないでしょう

か。 

今回 35 周年を迎えますが、さらに 40 周年、50 周年

へと川崎中原ＲＣを発展させていくことができればこ

の上ない幸せです。皆様の益々のご協力とご指導ご鞭

撻をよろしくお願い申し上げます。 

最後になりましたが、本日ご出席頂きました皆様の 

益々のご発展とご多幸をお祈りして私の挨拶とさせ

て頂きます。本日は誠にありがとうございました。 

 

来賓祝辞 川崎北 RC 会長 峯岸 雅宏 様  
川崎中原 RC の会長宮崎さんはじめ、会員の皆様、本

日は創立 35周年誠におめでとうございます。本日はス

ポンサークラブである川崎北 RCを代表致しまして、一

言お祝いのご挨拶をさせて頂きます。  
昭和 62年 5月に、川崎北 RC足立三治さんが特別代表

として、市川清さん、石井弘さん、吉岡憲士さん、路

川兼光さんの 4名が拡大補佐として応援されました。 

我がクラブの仁上さんはじめ 3名がチャーターメンバ

ーとなり 29名で川崎中原 RCが設立されました。  

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２４名 １６名 ８名 ７２.７３％ 

前々回(4月 21日) 欠席 12名 Make up 2 名 ７０.００％ 
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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 



あれから 35 年が経ち様々なご苦労があったとは思い

ますが、現在、宮崎会長をはじめとした会員の皆様が

川崎中原 RCのためにご尽力を注いでいると思います。 

この、コロナ禍で川崎中原 RC さんは今年度の例会、

全てハイブリットを活用し例会を行ったと聞いており

ます、また女性会員さんも今年度 1 名増の計 3 名が在

籍されている状況も、大変すばらしく思います。  
川崎北 RC の次期会長、横山さんも変化を受け入れた

新たなロータリーと次年度の方針をかかげています。

川崎中原 RCさんを見習い、時代に合った活動をして行

きたいと思います。  
川崎中原 RC の益々のご繁栄とクラブ会員及びご家族

様のご健勝を祈念いたしまして簡単ではございますが

お祝いのご挨拶とさせて頂きます。 

本日はおめでとうございます。 
 

記念卓話 「３５年を振り返って」 

進行：市川功一会員 
市川会員より、写真や資料を踏まえて、35 年の歴史を

振り返って頂きました。 

以下、年代ごとに抜粋してご紹介します。 

・１９８７年５月

２９日に当クラブ

が発足 

市川清様所有の会

報のご紹介があ

る。 

５月２９日 認証

状伝達式が行われ

ました。 

当時は、クラブ同好会 野球部、軽音楽、囲碁、ゴル

フクラブが盛んでした。野球同好会の中心人物 小林

さんから甲子園大会の説明。第１３回大会に出場。小

泉さんがキャッチャーでした。 

 

・１９９２年５月２８日 ５周年記念  

当時の鈴木会員の写真にびっくり。鈴木さんご自身も。

社会奉仕の第１号で、福井県にロシア船籍のタンカー

が座礁。重油が海に流れる。会員がボランティアに駆

けつけた。 

 

・１９９４年 新事務局 岩崎さん 加入。当時の岩

崎さんのお写真が紹介されました。 

 

・１９９７年５月１０日 中原区役所にグランドピア

ノを寄付しました。その後の行方は不明とか。 

 

・２００４年 大阪で国際大会が開催されました。 

多くのメンバーで参加しています。 

 

・２００５年 家族会 パイマーヤンジンさんを招待

しました。チベット出身。チベットに小学校を作った

りしている。学校の維持管理につき２００万円を寄付

しました。 

 

・２０１２月 チベット支援の旅 

寄付をした後のチベットを確認する旅を計画しました。 

徳島大学の医科大学の学生との交流がありました。 

折り紙の計画もしていたが、できなかった。 

チベット支援旅行の話は元会員の河合さんが来期話を

してくれるそうです。 

 

・２００７年 バリ島の水槽支援 

バリ島は、田口元会員がバリ島のロータリークラブの

方とのつながりがあって、支援につながった。翌年も

再訪している。山田さん、高瀬さんから当時の話を楽

しくしてくれました。 

 

・２００９年 米山記念館訪問 

 

・２００９年 椿山荘でファイナル例会 蛍狩りを目

的に行ったが‥。 

 

・２０１１～１９ 大船渡支援の旅 

小泉さんからのお話

をまとめると。小泉

さんの友人が大船渡

にいて、友人がどこ

にいるかを心配し、

大船渡のロータリー

クラブに連絡して、

探してもらいました。

それが縁、大船渡ロ

ータリークラブとの

関係ができました。 

 

電車の前後に線路が

ない写真をみました。

それぐらい津波の被

害がおおきかったと

いうこと。 

 

交換学生のガブリエ

ル君も同行する。 

 

 
 

２０１２年 バヌアツ救急車寄贈 

川崎市消防局から譲り受けた車を寄贈しました。 
 

２０１６年に２代目の寄贈をしました。 
 

・鈴木さんの話  

２０１４年 鈴木さんが

社会奉仕委員長だった

時。復興までの時間がか

かりそうということで、

５年間支援しようという

ことになりました。名簿

から大船渡ロータリーク

ラブを見つけました。 



・２０１７年 創立３０周年記念式典 

 国会議員 小泉進次郎氏が来賓として記念講演をし

て下さいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

元会員戸張さんがどのような経緯でお呼びできたか

を説明してくれました。もともとの地盤。戸張さんの

おばあちゃんが熱心に支援したそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日、30 周年記念式典時の会長であった戸張元会員に

もご出席いただきました。 

当時の戸張裕康会長・都倉八重子幹事で記念写真 

 

・２０１７年６月３０日 国際大会ツアーに参加。 

ポールハリスの生家にも足を延ばす。 

 

・２０１９年 大船渡ロータリークラブ６０周年行事

に参加しました。 

復興の状況を確認しに行きました。江口さんから、ハ

ード面では進んでいたが、漁業の担い手が少なくなっ

ていると感じるとのコメントを頂きました。 
 
その他、各行事のご紹介がありました。 

市川さん、ありがとうございます。 

 

記念祝賀会・乾 杯 エイド 石井 弘様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



閉会の言葉  神谷 直 会長エレクト 
 
本日は、エイドの石井様

を始め、諸先輩方もご参

加いただき、非常に楽し

く３５周年例会を開催す

ることができました。皆

様のご協力に心より感謝

申し上げます。 

３５周年というと、会社でいえば代替わりの時期です。

創業社長が会長になって、次世代が代表取締役に就任

するタイミングです。当クラブもそのようなタイミン

グなのでしょうか、昨年はチャーターメンバーの諸先

輩方が惜しくも退会されました。 

本日、市川会員の記念卓話を感慨深く拝聴しておりま

した。いろいろな歴史の積み重ねがあったのだと。 

ただ、聞いている途中、どの行事にも決定的な共通点

が一つあることに気づきました。決定的な共通点です。

それは、どの行事も、決して一人では為しえないとい

うことです。どれも、会員相互の大なり小なりの協力

のもとに成立した行事だということです。 

なるほど、ロータリーというのはそういうことなのだ

なと、妙に合点がいきました。 

自分の事業は、みなさん社長・代表として決めるのは

最後は一人かもしれません。しかし、ロータリーは一

人では何もできないのです。みんなの同じ方向を目指

した気持ちの合致がないと為しえないし、楽しめない

のです。 

そのロータリーの本質は、コロナ禍だろうか変わらな

いはずですので、その本質を追い求めて来期を運営し

ていきたいと思います。皆が集う例会の充実、例会で

の刺激、親睦を軸として発展していくことに皆で貢献

していきたいと思います。 

本日は、誠にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ報告    
◆第 2グループガバナー補佐 市川功一様 
創立 35 周年おめでとうございます。 

これを機に益々の発展をお祈りいたします。 
  

◆川崎北 RC会長峯岸雅宏様・幹事松下幸夫様 
創立 35 周年例会にお招き頂き、まことに有難うござ
います。今後とも宜しくお願い致します。 
 

◆元会員 山田一之様 
戦争程の罪悪はない。殺し合いですからね。早く平和
を。平和であればこそロータリー活動が出来るという
もの。人類皆兄弟が何故出来ないのか悲しいことです。 
 

◆宮崎玲児会長・江口 進幹事 
本日は、川崎中原 RC 創立記念例会です。 

エイド・川崎北 RC の石井 弘様、川崎北 RC 峯岸
会長・松下幹事はじめ、多くのお客様にお越しいた
だき誠にありがとうございます。 
 

◆井元雄一会員 
35 周年おめでとうございます。これから私もクラブ
の力になれるよう頑張ります。先日の地区職業奉仕
セミナーも良かったです。 

4 月オープンした当社放課後デイサービスのチラシ
をお持ちしました。これからがんばって障がい者福
祉でも、職業奉仕にまい進しますので、ご指導お願
いします。 
   

◆SAA 一同 
 本日は、川崎中原ロータリークラブ 35周年記念例会

です。市川ガバナー補佐はじめ川崎北ロータリーク
ラブ峯岸会長、松下幹事、エイドの石井様のご来会
を賜り、心より厚く御礼を申し上げます。また、多
くのゲストの皆様にもお越し頂き、重ねて深く感謝
申し上げます。 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ニコニコボックス 本日 32,000 円 累計 352,000 円 

記念日ニコニコ 本日 5,000 円 累計 105,000 円 



会長報告 宮崎 玲児 会長（6月 2日）  
１．理事会報告 

２．第 72回中原区「社会を明るくする運動」推進委員
就任の依頼状と、委員会開催のご案内が届いて 

おります。※例年、クラブ会長が就任。 

推進委員会：6 月 2 日(木) 9：30～ 

中原区役所 5 階 502 会議室 
 
幹事報告 江口  進 幹事（6月 2日）   
１．地区からの来信 

① 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。（再度） 

 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） 

 
２．市川ガバナー補佐より、現・次期ガバナー補佐・ 

事務局連絡会開催のご案内が届いております。 

日時：6 月 17 日(金)18：00～   

場所：横浜ベイホテル東急 
  

 ３．他クラブ例会臨時変更 
●川崎高津 RC    

6 月 2 日⇒5 日(日) 移動例会 多摩川美化活動 
●川崎とどろき RC  

6 月 13 日･27 日(月) 休会 
6 月 20 日(月)  ホテル精養軒 点鐘 18：00 

●川崎中 RC     
6 月 14 日(火)  ホテル精養軒 点鐘 17：30 
6 月 21 日･28 日(火) 休会 

●川崎大師 RC    
6 月 15 日(水) 川崎ｷﾝｸﾞｽｶｲﾌﾛﾝﾄ東急 REI ﾎﾃﾙ  

点鐘 18：00 
●川崎 RC  6 月 30 日(木)   休会  

 

2590地区 職業奉仕セミナー 井元 雄一 理事 
 

5 月 18 日、2590 地区の職業奉仕セミナーがみなとみ

らいのはまぎんホールヴィアマーレで開催され、当ク

ラブからは宮崎会長、市川会員、井元会員が出席され

ました。井元会員から報告が届いていますのでご紹介

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は 2590 地区の職業奉仕講演会には初めて参加しま

した。初めに轟ガバナーと吉田職業奉仕委員長のあい

さつがあり、その日に起こることにワクワクしながら

始まりました。会場は大きなホールでしたが、各クラ

ブ５人までという制限があったため、席はまばらに設

定され、感染防止対策に留意して開催されていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この日は、経営学者の坂本光司さまが「変動する未来

に向け職業奉仕のあり方～ロータリーの理念を原則都

市、時代との調和をとろう～」という題目で講演を行

いました。 

坂本氏は「人を大切にする経営学会」を主宰しており

「日本で一番大切にしたい会社大賞」という表彰を行

っているそうです。今は栄誉ある厚生労働大臣賞など

を授与しているが、どんどん賛同している行政機関や

省庁も拡大し、今後は内閣総理大臣賞なども新設され

ていくとのことでした。8000 社を超える企業ヒアリン

グをしているとのことで、事例を交えて職業奉仕を実

践している企業の取組紹介もして頂きました。 

印象的だったのは、全社員と家族の誕生日に毎年ケー

キを自宅に送っている会社や、年 7 日のボランティア

休暇を実施している会社、健康診断に加えて人間ドッ

グも社員と奥様、もしくは母親に全額会社負担で受診

させている会社、入院している社員のために毎月満額

給与支給している会社、遺児が成人するまで毎月育英

資金を払っている会社、18 歳になると養護施設を卒業

させられる少年のため、会社が全額負担して運転免許

証を取らせている自動車学校の話など、職業奉仕のさ

まざまな形が紹介されたことでした。この日本で一番

大切にしたい会社大賞を受賞している企業の中には、

ロータリアンが経営している会社も多くランクインし

ているとのことでしたので、とても栄誉なことだと感

じました。私もいちロータリアンとして、職業奉仕を

改めて考えてみたいと強く感じました。 

 

 

 

例会情報 
  

６月 ２日(木) 点鐘 12：30 クラブ協議会 
 

６月１６日(木) ホテル精養軒 
ファイナル夜間例会 
 

７月 ７日(木) 点鐘 12：30 
        新年度初例会 新任挨拶 


