
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 1535回 （本年度第 6回） 

令和 4年 9月 22日（木） ZOOM併用例会 
 

点  鐘  神谷  直 会 長 

司  会    下條恵理子 会場監督 

斉  唱 「我等の生業」 
 

会員出席報告  
 

欠席者：阿部会員､坂本会員､髙木会員 
 
 
 
 
 
 
 
 
お客様紹介   
国際ロータリー第 2590 地区 

ガバナー 志村 雄治様（川崎南 RC） 

地区幹事 小林 和雄様（川崎南 RC） 

第 2 グループガバナー補佐 吉崎 治様 
（川崎宮前 RC） 

米山奨学生エンクトル・ビルグーン様 
 
奨学金贈呈      職業について 

徳安久是会員  
ファイナンシャル･プランナー 

 
 
 
 

 
 
会長のロータリーTime 
 「９月は基本的教育と識字率向上月間」 
１９８６年以来の国際ロータリーの重点事項です。 
貧困問題や保険上の課題に取り組むために重要な課題
です。ひいては争いのない世界を実現するため欠かす
ことができません。 
この重点課題に、ロータリー財団のグローバル補助金
が活用されています。 
補助金の原資は、会員の寄付です。寄付は義務ではあ
りません。課題解決に参加する機会です。世界の困っ
たことに少しでも関心を寄せ、何か自分にと考えるの
であれば、ロータリーを通じての貢献を積極的に行い
ましょう。 
 

 
卓 話 国際ロータリー第 2590 地区 

ガバナー  志村 雄治 様 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．川崎中原ロータリークラブを訪問して 
この度公式訪問をさせていただき、例会に先立って 

会長、幹事、増強委員長からお話をうかがいました。 

 コロナ禍にあっても休会されず、奉仕活動を続けて 

こられた姿勢に敬意を表したいと思います。 

 中でも「中学校における職業講話」は、貴クラブの 

独自事業であり、ロータリーの公共イメージの向
上に資する活動であると評価しています。 
 

２．ガバナー自身の職業その他の活動について 
 私は、川崎市幸区にて「学校法人志村学園」を経営、 

法人は白山幼稚園を運営、現在児童数２５４名、 

最近では保育事業の割合が大きくなっています。 

 コロナ禍が続く中、園児の健康・安全確保を第一に 

力を尽くしてきました。 

 長期にわたる教育事業への貢献が評価されて、平成 

２５年に「神奈川県民功労者」、２９年には「文部科 

学省教育者表彰」をいただきました。 

 また、教育団体やロータリークラブでも長らく活動 

することができたことを感謝しています。 

 今悩んでいることの一つは、法人の後継者問題です。 
 
３．２０２２－２３年度 ＲＩ会長テーマについて 
 ＲＩ会長ジェニファー・ジョーンズは、会長テーマ 

として「イマジン・ロータリー」を提唱しました。 

 会長は、昨年８月、アフガニスタンからの米軍撤退 

が進む中、若いアフガニスタン人の平和活動家を国 
外に避難させることに成功しました。 

「ロータリーの不思議な力」を頼りに、会長の旧知の 

元ロータリー平和フェローの尽力を取り付けたこと
が功を奏しました。 

 想像力をフルに働かせることが、結果として世界に 

変化をもたらすことを、私たちロータリアンは知っ
ています。私たちは果敢に目的意識をもって行動し
て、リーダーシップを発揮することを求められてい
ます。 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２３名 １９名 ４名 ８６.３６％ 

前々回(8 月 18 日) 欠席 8 名 Make up 2 名 ８０.９５％ 
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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・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 健康ストレッチ 
 
背骨を動かそう！  

 



イマジン（想像）とは、未来を描くことです。 
 

４．２０２２－２３年度 地区（ガバナー）方針 

（１）魅力あるクラブ創り・新たな挑戦 

 職業奉仕の精神をベースに、新入会員、若年会員、 

女性会員とのつながりを築く機会を提供し、クラブ
の強みを生かしましょう。また「ロータリーの多様
性、公平さ、インクルージョン（ＤＥＩ）」を理解
して、各クラブ、地区で推進しましょう。 

（２）会員基盤の充実と強化 

 従来にない職業、女性、そして若い世代の入会を 

促進しましょう。 

（３）青少年活動の充実に向けた新たな挑戦 

 来年度から青少年交換を再開するほか、衛星クラブ 

の結成など新たな挑戦をしましょう。 

（４）奉仕プロジェクトの充実 

 ＲＩテーマは「イマジン・ロータリー」ですので、 

未来に向かった各クラブに合った新しい奉仕プロジ 

ェクトの充実をお願いいたします。 

（５）財団・米山記念奨学事業への理解と寄付 

 寄付目標は昨年度と同じです。引き続きご協力を 

お願いいたします。 

（６）公共イメージとロータリーの認知度の向上 

 ロータリーの存在・活動を外に向けて効果的に発信 

していきましょう。 

（７）会員交流会（新人・職業等）の開催 

（８）マイロータリーの登録率の向上 

（９）２０２２－２３年度ロータリー賞への挑戦 
 

ニコニコ報告    
◆国際ロータリー第 2590地区ガバナー 志村雄治様 
 ガバナー公式訪問で伺いました。 
よろしくお願い致します。  

◆国際ロータリー第 2590地区地区幹事 小林和雄様 
 本日はガバナー公式訪問で伺いました。 
宜しくお願い致します。  

◆国際ロータリー第 2590地区地区幹事 小林和雄様 
第 2グループガバナー補佐 吉崎 治様 
本日 志村ガバナー公式訪問宜しくお願い致します。  

◆神谷 直会長・内藤松雄幹事 
本日は、志村ガバナー･小林地区幹事･吉崎ガバナー
補佐をお迎えしての例会です。天気も良くて良かっ
たです。張りきっていきましょう！  

◆井元雄一会員 
今月末に私の書いた本が出版されることになりまし
た。前作はスティーブジョブズの本を抜いてアマゾ
ン 1 位になりました。今回は、コロナ禍で子どもの
姿勢が悪くなっていることを啓発する内容です。 
本書が青少年や国民の健康につながれば幸いです。  

◆下條恵理子会員 
この度、世界手技療法会議に向けての学会論文発表
が決定いたしました。私の研究テーマは「姿勢の変
化によるピアノ演奏パフォーマンスへの効果」です。
姿勢が良くなることでいいことが沢山あります。 
音楽業界への貢献、日本国民の健康にも尽力します。  

◆SAA一同 
 本日は第 2590 地区ガバナー公式訪問ですね。志村

ガバナー､小林地区幹事､吉崎ガバナー補佐ようこそ
川崎中原 RC へ。本日はどうぞ宜しくお願いします。   

◆親睦委員会一同 
 本日はガバナー公式訪問です。志村ガバナーようこ

そお越し下さいました。ご指導のほど宜しくお願い
いたします。  

◆「みんなニコニコ」 
 国際ロータリー第 2590 地区志村ガバナー､小林地区

幹事､吉崎ガバナー補佐ようこそお越し下さいました。  
Mr.SUZUKI会員・市川功一会員・江口 進会員 
徳安久是会員・神林久雄会員・遠藤久乃会員 
細田 研会員 

 

会長報告 神谷  直 会長（１０月６日）  
１．志村ガバナーより、公式訪問の礼状を頂戴して 

おります。 

２．理事会報告   

幹事報告 内藤 松雄 幹事（１０月６日）   
１． 地区からの来信 
①世界ポリオデー イベント開催のご案内。 
ポリオ根絶を目指すロータリーの姿勢を外部の方に
知っていただく事を目的としたイベントを 10月 23日
(日)13：00～16：00 ＪＲ桜木町駅前広場にて開催。 
当地区オリジナルＴシャツをご購入いただき、着用
の上、会場にお集まりくださいとの事です。  
オリジナルＴシャツの購入だけでも、ご協力いただ
ければ幸いです。1 枚当たり 200 円の寄付  

②第 2590 地区 卓話バンクとＷｅｂロータリアン 
マップについてのご案内が届いております。 
月信 4 号（10 月 1 日発行）の 11 ページにも掲載さ
れておりますのでご一読ください。   

③地区大会記念チャリティ-ゴルフ大会の当日のご案内
と組合せ表が届きました。参加者メール送信済   

④米山学友会（横浜・川崎）総会のご案内。 
日時：2022 年 10 月 15 日(土) 12：20-16：00   
場所：新横浜グレースホテル    

⑤神奈川県ロータリアン親睦テニス会のご案内。 
日時：2022 年 11 月 8 日(火)13：00 開始  
会場：湘南ローンテニスクラブ 
16：00～パーティ：ＭＯＫＩＣＨＩ  ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ   

２．他クラブ例会臨時変更 
●川崎中央 RC  
10 月 3 日(月) 職場訪問:本所防災館 防災体験ツアー 
10 月 10 日･31 日(月) 休会  
●川崎とどろき RC  
10 月 10 日・24 日(月) 休会  
10 月 17 日⇒18 日(火) 川崎中 RC 創立 50 周年へ出席 
10 月 31 日(月) 夜間移動例会を予定  
●川崎宮前 RC  
10 月 11 日(火) 箱根湯本 河鹿荘 点鐘 18：00 
10 月 18 日⇒16 日(日) 移動例会 点鐘 9：00 

宮前区民祭バザー出店  
●川崎大師 RC  
10 月 12 日(水) 休会 
10 月 19 日(水) 三菱地所横浜支店へ職場訪問後､ 

移動例会 横浜ベイシェラトン 3 階 点鐘 18：00  
●川崎高津 RC  

10 月 13 日(木) 移動例会 養護学校慰問  
●川崎マリーン RC  

10 月 13 日(木) 休会 
10 月 27 日(木) 鎌倉散策･ アマンダンブルー鎌倉 点鐘 17：00  

●川崎中 RC  
10 月 18 日(火)創立 50 周年記念式典 点鐘 15：00 
10 月 25 日(火) 休会 

ニコニコボックス 本日 31,000 円 累計 102,000 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 20,000 円 


