
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 1530回 （本年度第 1回） 

令和 4年 7月 7日（木） ZOOM併用例会 
 

点  鐘  神谷  直 会 長 

司  会    大羽 将裕 会場監督 

斉  唱 「君が代」「奉仕の理想」 
 

会員出席報告  

 
欠席者：遠藤会員､神林会員､坂本耕会員､徳安会員､髙木会員 
 
 
 
 
 
 
 
お客様紹介   
☆国際ロータリー第 2590 地区 
 第 2 グループガバナー補佐 吉崎 治様 

☆川崎中 RC 会長 島  利夫様 

 川崎中 RC 幹事 川口 禮敬様 

☆㈱証券ジャパン元住吉支店支店長 細田研様 

☆米山奨学生 エンクトル・ビルグーン様 
 
木槌の引継ぎ  
いよいよ、神谷年度のスタートです！ 
直前会長の宮崎会員から神谷新会長に 
木槌の引継ぎが行われました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
精養軒様へのお礼   奨学金贈呈 
本年度もお世話になります 

 
 
   
   
 
 
 
 
 

 
来賓挨拶  
◇第２グループガバナー補佐 吉崎 治様 

市川前ガバナー補佐から引き
継いでガバナー補佐の任に就
くことになりました。 
会員増強など、難しい課題を
抱えておりますが、 
皆様のご協力をお願い申し上
げます。 
 

 
◇川崎中 RC会長 島 利夫様 

本日は久しぶりにお会い 
できて光栄です。 
当クラブは本年度創立 50 
周年を迎えます。 
10月 18日には記念式典及
び祝賀会を開催する予定 

 でおります。皆様のお越しをお待ちしております。 
 

入 会 式  
永澤 拓（ながさわ ひろし）会員 

交安株式会社 営業部長 職業分類：交通安全施設業 

 

 

 

 

 

奨学金贈呈 
 
 

皆出席表彰 
 

 

 

 

 

 

 

 

  2021－2022 年度 出席率上位ベスト３の会員 

 １位 市川功一会員  ３１２．５０％ 

 ２位 都倉八重子会員 ２４５．８３％ 

 ３位 小林正樹会員  ２３７．５０％ 
 
今年度も、会員の皆様には、積極的な例会参加を 

お願い申し上げます。 
 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２２名 １６名 ６名 ８０.００％ 

前々回(6 月 2 日) 欠席 9 名 Make up 0 名 ６８.１８％ 

 

KAWASAKI NAKAHARA R.C. WEEKLY／2022～2023 
 

 

 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・神谷 直  幹事・内藤 松雄 会場監督・井元 雄一 会報委員長・江口 進  

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 

 

『イマジン ロータリー』  IMAGINE ROTARY 
ＲＩ会長 ジェニファー・ジョーンズ 第２５９０地区ガバナー 志村雄治 

井元雄一会員 ワンポイントエクササイズ  
背骨と姿勢・腹筋のエクササイズ！ 



神谷 直会長 就任挨拶 
 

会長を拝命いたしました。 

会長就任にあたり、ロータリー
クラブの歴史・原則を振り返っ
てみました。職業奉仕の理念や
「四つのテスト」など、ロータ
リーには、世の中に誇るべきも
のが沢山あると思います。こう

した理念をよく学び、行動することで、私たちのクラ
ブをよりよいものにしていきましょう！ 

会長のロータリーTime  「4 つのテスト」 
いつもクラブで唱えている「４つのテスト」。これ

は、どのようにして生まれたのかご存じですか。 

1930 年 大恐慌の時代、ある倒産寸前の会社を託さ
れた方（ハーバート・J・テーラー氏）は、会社の再
建のため最初にするべきことは何かを考えました。 

それは、人気商材の開発ではなく、高邁な倫理、道
徳に基づいた会社の経営方針を固めることだったそう
です。この経営方針は、社員があらゆる場面で簡単に
すぐ覚えられる行動指針でなければならないと考えま
した。様々な商談の場面で、倫理の物差しになってく
れるわかりやすく、すぐ暗記できる言葉であることを
重視したそうです。 

そうして生まれたのが「４つのテスト」です。「真
実かどうか？ みんなに公平か？ 好意と友情を深め
るか？ みんなのためになるかどうか？」です。どう
ですか、暗記できますか。使えていますか。 

当然のことながら、瀕死の状態だった会社は息を吹
き返し、再建されたそうです。 
 
 
内藤松雄幹事 就任挨拶 

 
幹事を拝命いたしました。 

重い職責であり、緊張もしておりま

すが、精一杯職務に邁進したいと思

います。 

皆様のご協力をお願い申し上げます。 
    

ニコニコ報告   
◆第 2グループガバナー補佐 吉崎 治様 

今年度ガバナー補佐を務めます。直前ガバナー補佐市

川さんよりしっかりバトンを引き継ぎました。 

1 年間宜しくお願い致します。 

◆川崎中 RC 会長 島 利夫様 

 今年度川崎中ロータリークラブ会長になりました。 

 久しぶりに皆様にお会いしうれしく思っています。 

 ご指導の程をお願い致します。 

◆川崎中 RC 幹事 川口 禮敬様 

 川崎中ロータリークラブの川口禮敬です。 

今年度幹事を務めます。よろしくご指導の程お願い
いたします。 

表敬訪問に参りました｡宜しくお願い申し上げます。  
◆神谷 直会長・内藤松雄幹事 
今日から、新年度のスタートです。どうぞよろしく
お願いします。また、多くのお客様にお越しいただ
きありがとうございます。 

◆市川功一会員 
第 2 グループ新ガバナー補佐の吉崎さん、早々のご
訪問ありがとうございます。私も昨年はおかげ様で

何とか務めることができたので、今年度、宜しくお
願い致します。 

◆市川功一会員 
 神谷会長内藤幹事丸の船出を祝し、心よりお喜び申し

上げます。永澤様、ご入会おめでとうございます。 

◆下條恵理子会員 
本日、七夕の夜 22時からかつしかＦＭにてラジオ出
演します！ロータリーの皆様の願い事も叶うような
気持でピアノ演奏とトークをお届けします。  

◆SAA一同 
 本日は七夕ですね。皆様は短冊にどんな願いをこめ

ましたか？ この節目に新年度スタート出来る事を
大変うれしく思います。また、吉崎様､島様､川口様
本日のご訪問ありがとうございます。  

◆親睦委員会一同 
 新年度が始まりました。皆様新たなポジションで 

1年間ハリキッテ行きましょう。 
吉崎ガバナー補佐、川崎中 RC島会長･川口幹事、 
ようこそお越し下さいました。 

◆「みんなニコニコ」 
 新年度です。頑張りましょう。 
永澤様ご入会おめでとうございます。 

 Mr.SUZUKI会員・宮崎玲児会員・江口  進会員 

 
会長報告 神谷 直 会長（7月 21日）  
１．新型コロナウイルスの感染が拡大しております。 

第 7 波、行動制限はかかっておりませんが、皆様 

どうぞご自愛ください。  
幹事報告 内藤 松雄 幹事（7月 21日）   
１．地区からの来信  

① 2024-25 年度ガバナーノミニーの告知確定宣言。 

  当地区指名委員会は、横浜東 RC 長戸はるみ氏を指名、
告知と同時に 7月 7日付にて、同君を国際ロータリー
第 2590 地区 2024-25 年度ガバナーノミニー被指名者
に確定したことをここに宣言します。との事です。  

② 2021-22 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 

28,471 円 全国 1 位を達成との事です。  
 

２．他クラブ例会臨時変更 
 ●川崎鷺沼 RC 

7 月 27 日･8 月 10 日･17 日(水)    休会 

8 月 31 日(水) 夜間例会   点鐘 18：00 

●川崎西北 RC  

7 月 28 日(木)   深大寺水神苑  点鐘 18：00 

8 月 11 日(木) 休会 

 ●川崎幸 RC  

7 月 29 日(金) 50 周年記念行事 点鐘 15：30 

8 月 12 日(金) 休会 

8 月 18 日(金) 夜間例会     点鐘 18：00  

 ●川崎北 RC 8 月 10 日・17 日(水) 休会 

３．2023-24 年度活動計画書をお送り頂きました 

  川崎･川崎中央･川崎ﾏﾘｰﾝ･川崎中･川崎とどろき 

川崎高津･川崎百合丘各 RC 

４．本日 2022-23 年度の活動計画書をお渡し致します。 

５．8 月 4 日(木)例会前 11：00 より理事会を開催。 

理事・役員の皆様ご出席お願い致します。 

ニコニコボックス 本日 21,000 円 累計 21,000 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 0 円 


