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「君が代」「奉仕の理想」

会員出席報告
本 日

会 員 数

出 席

欠 席

出 席 率

２３名

１７名

６名

７７.２７％

前々回(10 月 6 日) 欠席 7 名 Make up 1 名 ７７.２７％
欠席者：今井会員､坂本会員､髙木会員､内藤会員、上野会員

職業について
神林 久雄会員 「信用金庫」
金融機関では、預金・融資・
為替が 3 大業務でありますが、
昨今悩ましいのがマネーロンダ
リングです。法人の実質的支配
者の管理や、継続的な顧客の管
理を求められています。そのよ
うな状況下、昨今高齢者の方な
どお金がおろしづらいなどという状況も出てきており
ます。当行は「お客様をよく知る・お客様の顔が見え
る」という事に力を入れておりますので、是非とも川
崎信用金庫をご利用いただければと思います。

次年度 理事･役員候補者
井元雄一会員
ワンポイントエクササイズ

猫背改善のストレッチ！
お客様紹介
☆神奈川県野球連盟（本厚木 RC）
金澤 平様・中村 昭夫様・佐野 良人様
☆松波 登様（川崎北 RC）
☆米山奨学生エンクトル・ビルグーン様
奨学金贈呈

指名委委員長の徳安久是会員より、
次年度理事･役員候補者の発表がありました。
12 月 1 日の年次総会まで、掲示致します。
川崎中原ータリークラブ
2023-24 年度 理事･役員候補者
(一部既決者あり)

会 長
江口
進 君 [既 決]
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理 事（職業） 下 條 恵理子 君
理 事（社会） 遠 藤 久 乃 君
理 事（国際） 上 野 境 介 君
理 事（青少年）阿 部
央君
直前会長
神谷
直 君 [既 決]
会長ｴﾚｸﾄ
内藤 松雄君
幹 事
井 元 雄 一 君 [既 決]
副幹事
大羽 将裕君
会 計
神林 久雄君
１２月 1 日の年次総会にて選挙を行います。

会長のロータリーTime
会員お祝い お誕生月おめでとうございます♪
宮崎玲児 会員
大羽将裕 会員

「地区大会について」
今月は、１１月１１日、１２日と地区大会があります。
そもそも地区の役割は、ロータリークラブを強化し支
援することです。その支援の一環として、地区内のロ
ータリアンが一堂に会する機会を作り、ロータリアン
にロータリーへの関与と理解を深めさせることを目的
として開催する一大イベントです。ガバナーの指揮の
下、地区大会委員会が計画の推進を担います。今年は、
川崎南クラブの西崎さんが地区大会委員長です。多く
のロータリアンの縁の下の努力があって地区大会が開
催されます。大いに楽しみましょう！

クラブフォーラム

大羽将裕 社会奉仕委員長

本年度、社会奉仕委員会では
「地区補助金を利用した、振込
詐欺防止ステッカーの作成・配
布（金融機関・自治会向け）」、
「防犯グッズの配布（自転車
用防犯ロック：中原区民祭会場
にて配布）
」を実施しました。
本日は、上記事業を改めてご紹介するとともに、
今後の社会奉仕活動のあるべき姿について会員の
皆様のご意見をいただきたいと思います。

永澤 拓会員（ステッカーのデ
ザイン、及び印刷を実施）
当社では、振込詐欺防止ステッ
カーのデザイン及び印刷を実施し
ました。
私の前職（勤務先）でのノウハ
ウを生かして作成、また、地区補
助金などを原資として受注した案件であり、社会に貢
献できたと自負しております。 ロータリー２５９０
地区のロゴ使用には厳しい規定がありましたが、無事
クリアできたので安心しております。
神谷 直会長（中原区民祭で防犯グッズを配布）
当クラブでは８００個購入、区
民祭で配布しました。 防災意識
の高まりも相まって、特に子供連
れの方を中心に、喜んで受け取っ
てもらえました。
当該事業はすでに２６年の実績
があり、今後とも継続して実施し
たいと思います。
江口 進会員（前社会奉仕委員長）
ロータリーにおいて社会奉仕と
は、五大奉仕の一角を構成する重
要なロータリー活動です。これま
で当クラブは、数々の社会奉仕プ
ロジェクトを実施、ここ数年は、
障害者団体などに織り機や農機
を寄贈するなどの活動を主に実施
してきました。
今回は、ステッカーを区内の多くの団体に寄贈・
配布することができました。当クラブとして広く地域
に踏み出す第一歩となったと自負しております。

小林 正樹会員（社会奉仕活動において警察等と連携）
当クラブでは、地区補助金を活用
した事業を数多く行ってきました。
社会奉仕活動を成功させるには、
行政を巻き込んだ活動を行うことが
重要と思います。防犯グッズの配布
活動が長く続いてきたのは、警察や
防犯協会との協力関係を築いてきた結果であると自負
しております。

ニコニコ報告
◆神奈川県ロータリークラブ野球連盟（本厚木 RC）
金澤 平様・中村昭夫様・佐野良人様
神奈川県 RC 野球大会の時には、毎回 小林様には多
大なご協力をいただいており感謝しております。
川崎中原 RC 様も他クラブと合同でも結構ですので
ぜひまた野球大会にご参加して頂ければと思ってお
ります。
◆本厚木ロータリークラブ
金澤 平様・中村昭夫様・佐野良人様
厚木よりご挨拶におじゃましました。
よろしくお願いいたします。
◆川崎北 RC 松波 登様
お世話になります。
◆神谷 直会長・内藤松雄幹事
もう 11 月になりました。寒くなってきましたが頑張
っていきましょう。
本日は、本厚木 RC から金澤様、中村さん佐野さん、
川崎北 RC から松波さん、奨学生のビルグーン君が
お越しです。ありがとうございます。
◆小林正樹会員
金澤様、中村様、佐野様、本日はお忙しい中、川崎
の地までお越しいただき心より厚く御礼申し上げま
す。日頃よりのご厚情に重ねて感謝です。
◆江口 進会員
サッカーＪ1 リーグも無事その日程を終えました。
川崎フロンターレは、残念ながら三連覇はなりませ
んでしたが、熱い戦いを見せてくれました。来年も
ご支援のほど宜しくお願い申し上げます。
◆細田 研会員
証券ジャパン細田です。12 月 3 日土曜日「2023 年
前半の株式市場展望」と題しまして、支店セミナー
を行います。興味のある方は是非ご参加下さい。
◆SAA 一同
日中はぽかぽか温かい日が続いていますね。
今日はクラブフォーラムです。我々のあつさを存分
にアウトプットしていきましょう。

◆親睦委員会一同
本日は 社会奉仕委員会のフォーラムです。大羽委員
市川 功一会員（会社において社会奉仕活動を実施） 長よろしくお願いします。
厚木よりお越しいただいた金澤様、中村様、佐野
当社では、地域にお住まいの
様、本日は誠にありがとうございます。
方向けにイベントを数多く実
施、本年も、子供向けの課外活
◆「みんなニコニコ」
動の支援、事業活動上生じた、
Mr.SUZUKI 会員・市川功一会員・徳安久是会員
神林久雄会員・遠藤久乃会員
余った資材の安価での頒布会な
どの活動を行いました。
ニコニコボックス 本日
33,000 円 累計
161,000 円
今後も、ロータリー活動と並
10,000 円 累計
35,000 円
行して、会社などでも地域の皆様に喜んでいただく活 記念日ニコニコ 本日
動を積極的に実施して行きたいと思います。

会長報告

神谷

直 会長（１１月１７日）

１． 第 2 グループ会長・幹事会の報告
①６ＲＣ合同例会
2023 年 2 月 14 日(火) 18：00～20：00
ホテルＫＳＰ 会費:7,000 円（飲食代）
その他経費は、在籍会員数による案分負担
アトラクションは、津軽三味線の演奏を予定

地区大会に参加しました！
１１月１１日（金）及び１２日（土）
パシフィコ横浜において国際ロータリー第２５９０地
区、地区大会が開催されました。

記念講演「平和とスポーツ」
ミズノ株式会社 相談役会長 水野 正人様
②地区行事
ロータリークラ
3/24 フレッシュ交流会、5/16 女性交流会を予定
ブは職業人の集ま
２．地区大会にご出席の皆様、有難うございました。 りであり、職業奉
表彰品が届きましたのでお渡し致します。
仕（Ｖｏｃａｔｉ
◇長寿会員：大塲秀幸会員、鈴木次男会員
ｏｎａｌ Ｓｅｒ
幹事報告 井元 雄一 副幹事（１１月１７日） ｖｉｃｅ）、高い倫
理観などを通じ
１． 地区からの来信
て、世界平和の推
①ロータリー財団奨学生による帰国報告会のご案内
進にも貢献してき
第 1 回：11 月 19 日(土) 9：30-12：00
ました。
第 2 回：12 月 3 日(土) 19：00-21：30
※いずれも ZOOM 開催
さて、世界平和の実現のためには、スポーツと
詳細は、11/14 配信のメールにてご確認下さい。
教育の普及が不可欠です。 近代オリンピックでも提
唱されておりますが、スポーツの三大精神は次の「３
②ローターアクト学友会行事開催のご案内
日時：2022 年 12 月 18 日(日)14：30-16：45
つのＦ」です。
会場とオンライン ZOOM 併用にて開催：
「Ｆａｉｒ Ｐｌａｙ」 ルールの順守
青少年交流・活動支援スペースさくらリビング
「Ｆｒｉｅｎｄｓｈｉｐ」競技を通じた友情
第 1 研修室
「Ｆｉｇｈｔｉｎｇ Ｓｐｉｒｉｔ」
内容：難民問題について考える「若き NPO 法人
諦めない精神
代 表理 事 渡 部様を お招き して 色々 聞いち ゃお
この「３つのＦ」が世界に普及することで、戦争
う！！」
※詳細は、11/14 配信のメールにてご確認下さい。
を回避し平和を推進することにつながると確信して
おります。スポーツを通じて、
「３つのＦ」を推進し、
２．「ハイライトよねやま」が届きましたので
世界平和の推進に役立ちたいと考えております。
回覧いたします。
３．他クラブ例会臨時変更
●川崎 RC
12 月 29 日(木) 休会
●川崎幸 RC
12 月 16 日(金)
年忘れ家族会 点鐘 18：00
ﾖｺﾊﾏｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ
12 月 23 日･30 日(金) 休会

また青少年関連プログラム
紹介の中で、当クラブがホス
トする米山記念奨学生 エン
クトル・ビルグーンさんが紹
介されました。

４．次回 12 月 1 日(木)の例会は、年次総会となります。
ホテル精養軒にて点鐘 12：30
次年度理事･役員の選挙を行いますので、ご出席
お願いいたします。
また、例会前 11：00 より理事会を開催いたします。
理事・役員各位のご出席をお願いいたします。

１１月１７日(木) 点鐘 7：15
Ｒ財団月間卓話
地区Ｒ財団委員会副委員長 鈴木慎二郎様
「難しくないロータリー財団」
１２月１日(木)
年次総会

点鐘 12：30

１２月１５日(木) 点鐘 18：30
年末家族会
二子玉川エクセルホテル東急

地区大会終了後は、
参加会員で会員懇親会
を開催、久々に親交を
深めました。

