
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 1533回 （本年度第 4回） 

令和 4年 8月 18日（木） ZOOM併用早朝例会 
 

点  鐘  神谷  直 会 長 

司  会    井元 雄一 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､遠藤会員､菅野会員､坂本会員､髙木会員､上野会員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
お客様紹介   
☆米山奨学生 エンクトル・ビルグーン君   
奨学金贈呈   

 
＊ビルグーン君

から就職内定の

報告と、例会に

参加して会員と

お話しできたこ

とが面接でプラ

スになったとお

礼の言葉があり

ました。 

 
 
会長のロータリーTime  
「ウクライナ・ロシアの紛争に寄せて 」 

誰しも早く収束しないものかと思っていますよね。 
ロータリーには、世界平和と紛争予防の担い手とな
る人材を育て、平和推進者の世界的なネットワーク
を築こうとしております。ロータリー平和センター
／ロータリー平和フェローシップという制度があり、
２００９年からこのプログラムが実行されておりま
す。世界の名門大学と提携しており、日本ですと国
際基督教大学だそうです。 
 

 
ウクライナ・ロシアの紛争を前に、「何かできない

か」とロータリアンなら思うでしょう。でも、よく
よくロータリー財団の活動を調べてみると、平和に
向けた取り組みを地道にしている。原資はもちろん
ロータリアンの寄付です。このような寄付ができる
こともロータリーの魅力ではないでしょうか。 

 
 

 入会卓話  阿部 央（あべ あきら）会員 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日入会卓話を担当する、阿部央です。 

 私は今年で４２歳、合同会社エースジャパン・リテ 

イリングの代表として、川崎市高津区・中原区におい 

て、セブンイレブン４店舗（加盟店）のフランチャイ 

ズオーナーの任に就いています。 

 出身は静岡県浜松市、母子家庭でしたが、高校時代 

は野球部で汗を流すなど、好きなことをさせてくれた 

母にはとても感謝しています。 

 私が経営者となるにあたり、大きな影響を与えた本 

を紹介します。 

「７つの習慣」 （スティーブン・Ｒ・コヴィ） 

「嫌われる勇気」（岸見一郎、古賀史健） 

「自己肯定力」 （鴨頭嘉人） 

「話し方・聞き方シリーズ」（永松茂久） 

 高校を卒業後、イトーヨーカ堂に入社、入社４年目 

に、大森店（新店舗）のオープニングスタッフとして 

赴任しました。 

 配属は女性服売り場、勉強のため毎月女性誌を購読、 

ここで私は接客の基礎を習得、小売業の奥の深さを 

学びました。 

 ２５歳の時、独立開業という大きな決断をしました。 

 きっかけは、店舗の休憩室に貼られていた「セブン 

イレブン オーナー募集」のポスターでした。 

 最初の店舗は２６歳の時、中原区中丸子で開業した 

のですが、不慣れなため翌々年に閉店しました。 

 本部の支援もあり、閉店後間もなく中原区上小田中 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２３名 １５名 ８名 ７１.４３％ 

前々回(7月 21日) 欠席 10名 Make up 2 名 ６６.６７％ 

 

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 

大羽将裕会員  
 
手首・腕 
肩甲骨・股関節  
の ストレッチ  

 



（川崎中原店）に移転開業しました。 

 開業後は一日２０時間労働、睡眠３時間でがんばり 

ましたが、私と店員との役割分担ができず、私が全て 

を抱え、開業３年後に緊急搬送され入院しました。 

 診察の結果、難病指定されている病気と診断されて、 

４か月間食事のできない生活を余儀なくされました。 

 この間、店員と妻には迷惑をかけたので「私一人の 

店舗ではない」ことを痛感、店員との役割分担を決め、 

私が不在の時も店舗の運営ができるようにしました。 

 その後、３店舗を相次いで開店、現在は川崎市内に 

４店舗を運営しています。 

 運営会社の現状について紹介します。 

 会社の理念は「日本のフランチャイズの仕組みを 

変える」です。 

 具体的には、①フランチャイズの根本である「本部」 

と我々「加盟店」が互いに幸せな関係を築くこと、 

②従業員の夢の実現、を柱にしております。 

 この理念を具体化するため、働く正社員の職場環境 

の改善として、次の施策を行ってきました。 

① 労働時間の削減 

② 成長意欲を引き出すこと 

③ アルバイトにも役職を導入 
 

 最後に、私の「座右の銘」を紹介します。 

 ウォルト・ディズニー 

「与えることは最高の喜びなのだ。他人に喜びを運ぶ 

人は、それによって自身の喜びと満足を得る」 

 ご清聴ありがとうございました。 
 

ニコニコ報告    
◆川崎鷺沼 RC 小川 湧三様 
 よろしくお願い致します。 

◆神谷 直会長・内藤松雄幹事 
国内では天災、海外では人災です。今日ここにクラ
ブの例会ができること自体ありがたいこと。幸せな
ことであると思います。 

◆阿部 央会員 
本日卓話をさせて頂きます。貴重なお時間機会を頂
けましたこと感謝致します！ありがとうございます。  

◆下條恵理子会員 
まだまだコロナ禍ではありますが、色々な人の協力
により 8月 26日に生演奏のコンサートも開催できる
ことになりました。皆で元気で過ごせますように。 

◆細田 研会員 
コロナに感染してしまい、前回は休ませてもらいま
した。今は体調ばっちりです。皆様もお気を付け下
さい。 

◆SAA一同 
 おはようございます。あいにくの雨ですが元気に例

会を楽しみましょう。 
阿部さん、入会卓話楽しみにしています。  

◆親睦委員会一同 
 猛暑続きの中、一時の涼しい空気にほっとします
ネ。阿部さん、入会卓話楽しみにしていました。
宜しくお願いします。 

◆「みんなニコニコ」 
 阿部さん、入会卓話楽しみにしておりました。 
 市川功一会員・江口 進会員・宮崎玲児会員 
 徳安久是会員 

 

会長報告 神谷  直 会長（９月１日）  
１．地区より、斉藤二郎パストガバナー（川崎西 RC）

8 月 18 日ご逝去の訃報が届いております。 

  通夜および葬儀・告別式は、ご家族および近親者
で執り行われるとの事です。故人のご冥福をお祈
りし、ここに謹んでお知らせ申し上げます。 

 
２．ＲＩ日本事務局より 

●ロータリー会員調査について 

10 月に全会員に会員としての経験等をお尋ねする
『ロータリー会員調査』が予定されております。 

メール連絡を受信受諾されている全会員あて 
   
●改定された定款細則について 

2022 年 4 月に開催された規定審議会での決定を受
け、改定された組織規程が My ROTARY にアップ 

されております。※手続要覧の形でアップロード
されるのは、10 月前後の予定 

   全てのクラブが採用する必要がございます  
 

主な変更点は、『2022 年規定審議会 クラブと地
区に関連する重要な変更』で確認いただけます。 

• 国際ロータリー定款 （PDF）（ワード） 

• 国際ロータリー細則 （PDF）（ワード） 

• 標準ロータリークラブ定款 （PDF）（ワード） 
の情報も、届いております。  
 

当クラブも､定款･細則改定にむけて準備を進めます。    
幹事報告 内藤 松雄 幹事（９月１日）   
１． 地区からの来信  

①2022-23 年度ﾛｰﾀﾘｰ青少年交換学生募集のご案内。 

 募集要項をポスティングしましたのでご覧下さい。  
② 第 2590 地区ＲＡ主催 アクトの日開催のご案内。 
 日時：2022 年 9 月 10 日(土) 13：30〜17：00  

オンライン（ZOOM）  
登録料：無料  登録：Google form : 
https://bit.ly/rotaract2590 締切：9 月 3 日(土)  

③ ＲＡ(ローターアクト)動画と広報誌ＱＲコードと 

青少年奉仕パンフレットが届いております。  
④ １１月ロータリー財団月間にあたり、各クラブにて
卓話実施の依頼がきております。 

 
２．他クラブ例会臨時変更 
●川崎高津 RC  

9 月 8 日(木) 早朝供養例会 大蓮寺  点鐘 8：00 

●川崎大師 RC 9 月 21 日(水) 休会 

●川崎西 RC 9 月 23 日(金･祝) 休会 

●川崎麻生 RC 9 月より例会再開 
 
３．本日例会終了後、9 月の定例理事会を開催。 

理事・役員各位のご出席をお願いします。 

ニコニコボックス 本日 12,000 円 累計 53,000 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 10,000 円 

例会情報  
９月２２日(木) 点鐘 12：30 

ガバナー公式訪問 
※昼例会に変更になっておりますのでご注意下さい 

https://msgfocus.rotary.org/c/1MvevpaeqsHxBdPXpfa5YEkHUBwU
https://msgfocus.rotary.org/c/1Mvew8KtTui0RdfKkQ4Aslpth6u1
https://msgfocus.rotary.org/c/1MvewnWz3a9vhd3FYHI5hzLJ3W8o
https://msgfocus.rotary.org/c/1MvewnWz3a9vhd3FYHI5hzLJ3W8o
https://msgfocus.rotary.org/c/1MvewD8EcQ0ZHcRBCzlA6O7YQLML
https://msgfocus.rotary.org/c/1MvewSkJmvSu7cFxgqZ4W2ueDBr8
https://msgfocus.rotary.org/c/1Mvex7wOwbJYxctsUiCzLgQuqr5v
https://msgfocus.rotary.org/c/1MvexmITFRBsXchoyag4AvcKdgJS
https://msgfocus.rotary.org/c/1MvexBUYPxsXnc5kc1TzpJz006of
https://msgfocus.rotary.org/c/1Mvey6j98TbWdbHbtLaz4chvzLGZ
https://msgfocus.rotary.org/c/1Mveylveiz3qDbv77CO3TqDLmBlm
https://msgfocus.rotary.org/c/1MveyAHjseUV3bj2LuryIF019qZJ
https://msgfocus.rotary.org/c/1MveyPToBUMptb6Ypm53xTmgWgE6
https://bit.ly/rotaract2590

