
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 1542回 （本年度第 13回） 

令和 5年 1月 12日（木）  
 

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：今井会員､髙木会員 
 
 
 
 
 
 
 

 
お客様紹介   
☆ゲストスピーカー 
戸川 俊雄様・佐久間 馨様（川崎北 RC） 

☆峯岸 雅宏様（川崎北 RC） 
☆加瀬 健史様（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 
卒業まで残りわずかですね 

ロータリーの例会を楽しいで下さい 
 
会員お祝い  

誕生月おめでとうございます♪  
都倉八重子会員 
（12 月）  
 
1 月のお祝い 

遠藤 久乃会員 

永澤  拓会員 
 
 
会長のロータリーTime 

  「１月 職業奉仕月間によせて」 
1 月は、職業奉仕月間です。自らの事業を通じての

職業奉仕を実現すると同時に、クラブが開発したプ
ロジェクトに自分の職業上の手腕を役立てることも
職業奉仕の一環です。当クラブで行っている例会で
お互いの職業を学び合う時間や企画中の青少年奉仕
活動としての春のイベントで職業スキルを発揮する
ことも職業奉仕に当たります。 

 

職業について 小林正樹会員「軽食喫茶」 
 

私の職業は飲食業です。と言うの
も両親が昭和３３年に武蔵小杉の地
で飲食店を開業したのが始まりです。
もう両親は他界しておりませんが、
以来約６５年様々な業態の飲食店を
展開し運営をして参りました。 
今は３店舗を営業しております。こ

れからもお陰様を真情に皆に歓んで貰えるお店作り
に邁進して行こうと思っております。皆様方には日
頃より温かなご厚情を賜り心から深く感謝申し上げ
ます。有り難うございました。 
 

卓 話 戸川 俊雄 様・佐久間 馨 様 

「ローターアクトについて」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
私は兄の影響により、川崎北ロータリークラブに 

３５歳で入会しました。 
ローターアクトクラブ会員の経験はありませんが、 

ロータリークラブ会員として、かつて川崎北に存在 
したローターアクトクラブの支援を長く行いました。 
 ローターアクトクラブの奉仕活動と、ロータリー 
クラブの奉仕活動は不即不離の関係にありました。 
 また、ローターアクトクラブの例会後は、ロー 
タリークラブの有志で、両団体での合同の飲み会を 
実施することも多かったです。 
 いまでも当時のローターアクトクラブのＯＢの 
皆様とは、毎年懇親会を実施しております。 
 ロータリークラブの会員は、所謂「偉い人」では 
なく、奉仕団体の仲間としてローターアクトクラブ 
の皆様と向き合うよう意識しました。逆に、偉く 
ないのに偉そうな態度を取れば、ローターアクト 
クラブの方々が離れていくことは明白です。 
 思うに、両クラブ会員がお互いに学びあう「自己 
研鑽」の場とすることが大事だと思います。 
 時代が下り、ローターアクトクラブに入会する方 
の確保も大変になってきましたが、私自身は、当時 
の地区代表のお嬢さんを、近隣の横浜南ローター 
アクトクラブに入会するよう仲介いたしました。 
 当時の横浜南ローターアクトクラブは活気がある 
印象がありました。 
 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２２名 １９名 ３名 ９０.４８％ 

前々回(12 月 1 日) 欠席 7 名 Make up 2 名 ８１.８２％ 

 

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  
肩甲骨周り・姿勢を良く
するストレッチ 
＆ 脂肪燃焼ストレッチ  

 



 ローターアクトクラブの活動の支援をすることで 
学ぶことがとても多かったです。 
 私は人前で話すのも、ものを書くのも苦手でした 
が、ローターアクトクラブの支援を通じてそうした 
こともできるようになりました。 
  
佐久間 馨様（ローターアクトクラブ会員と 
して、また、卒業後はロータリークラブ会員 
として活動） 
 
 私は昭和５４年に川崎北ローターアクトクラブに 
入会し活動、３０歳で同クラブを卒業後は、川崎北 
ロータリークラブに入会しました。 
 例会、奉仕活動の後は、当時のエルシイ地下の 
「シルクロード」で親睦会を行いました。 
 奉仕活動に汗を流す傍ら、ロータリークラブの 
皆様との交流を通じて、自分も社会人としての 
ランクを上げて、いずれはロータリークラブ会員に 
なりたいと熱望するようになりました。 
 私もそうでしたが、ローターアクトクラブ会員は 
会社員が多く、事業を起こしロータリークラブに 
入会できた人は少なかったです。 
 そうした中、当時すでにロータリークラブ会員で 
あった戸川さんと親交を結ぶことができ、親睦会等 
を通じて人脈を作ることができました。 
 結果として私もロータリアンになれたわけですが、 
ローターアクトクラブに入れたのは何かの縁だと 
感謝しております。 
 現在、第２グループにはローターアクトクラブは 
なく、２５９０地区全体でも、６クラブ２３名と、 
かつてに比べ大きく減少しています。 
 かつては、ロータリークラブ会員の子女がロー 
タークラブ会員になるケースが多く、喜んで入会 
する人が多かったです。 
 ロータリークラブの会員の皆様には、お子様に、 
ロータリークラブのよさについて理解してもらう 
機会を設けてほしいと思います。 
 思うに、ロータリークラブに、ローターアクト 
クラブの支援に熱心な会員がおられれば、ローター 
アクトクラブも活性化・人員増強が可能になります。 
現在、地区のローターアクトクラブは小規模に 

なっておりますが、会員の皆様は自己研鑽の気持ち 
のある方が多いように思います。 
 また、クラブで異業種の人と触れ合うことにより、 
自らの仕事にプラスになるとともに、自分を高める 
ことができるというメリットもあります。 
 今後も、ロータリークラブ会員として、ローター 
アクトクラブのＯＢとして、そうした思いを育てる 
お手伝いを続けていきたいと思います。 
 

2023-24度ＲＩテーマの発表 

江口 進 会長エレクト 
米国フロリダ州 オーランドで開催の国際協議会にて、
ゴードン R. マッキナリーＲＩ会長エレクト(スコット
ランド South Queensferry RC)より､2023-24年度 RI会
長テーマが発表されました。  
2023-24年度 RI会長テーマ 
英語版  “ CREATE HOPE in the WORLD ” 
日本語版 「世界に希望を生み出そう」 
  
ニコニコ報告      
◆川崎北 RC 戸川俊雄様・佐久間馨様 
本日は、お招きいただきありがとうございます。 
ローターアクトクラブは、私の原点でもあります。
宜しくお願い致します。  

◆川崎北 RC 峯岸雅宏様 
新年あけましておめでとうございます。本年もよろ
しくお願いいたします。 
本日は久しぶりにメークアップにお伺いしました。
市川さん、昨年はお世話になりました。 

◆川崎北 RC 加瀬健史様 
昨年川崎北ロータリーに入会した加瀬と申します。
初めてのメークアップで緊張しております。宜しく
お願い致します。 

◆神谷 直会長・内藤松雄幹事 
皆さん、新年あけましておめでとうございます。 
年始の卓話、楽しみにしております。戸川さん、佐
久間さんよろしくお願いいたします。 

◆小林正樹会員 
戸川様、佐久間様、本日は有難うございます。ロー
ターアクトについて勉強させて下さい。 
徳安さん遠藤さん、昨日はお世話になりました。 

◆都倉八重子会員 
明けましておめでとうございます。今年もよろしく
お願い致します。戸川様、佐久間様、卓話よろしく
お願い致します。 

◆江口 進会員 
戸川さん、佐久間さん、本日はよろしくお願い申し
上げます。ここ数日コロナの感染者が数が増加傾向
です。ご家族ともこれまで以上にご警戒下さいます
ようお願い致します。  

◆下條恵理子会員 
新年初の例会ですね！新年初の「冬の名曲ピアノコ
ンサート」も 2月 11日に芸術工房にて開催致します。
生演奏の音色で素敵な時間を過ごしていただけます
ように。本年もどうぞ宜しくお願い致します。 

◆ＳＡＡ一同 
北風が冷たい日が続いていますが、私たちのパワー
で日本を温かくみんなの心もポカポカにしていきま
しょう。本日の卓話も楽しみです。本年もよろしく
お願い致します。 

◆親睦委員会一同 
 昨年末の家族会、皆様からのお力添えにより無事に

開催することが出来ました。有難うございました。
後半期も、委員会一同力を合わせて頑張ります。 

◆「みんなニコニコ」 
 Mr.SUZUKI会員・市川功一会員・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（１月１９日）   
１．第 4 回会長･幹事会の報告  

幹事報告 内藤 松雄 幹事（１月１９日）   
１．地区からの来信 

①  ＲＩ日本事務局ならびに第 2590 地区より、 
下半期分担金の納入依頼が届いております。  

② 2023-24年度「地区補助金」対象プロジェクトの
募集要領・申請書・授与と受諾の条件が届いてお
ります。  

③米山奨学生世話クラブの依頼が届いております。   
２． 他クラブ例会臨時変更 本日はございません 

 
 

 

 

ニコニコボックス 本日 29,000 円 累計 242,000 円 

記念日ニコニコ 本日 10,000 円 累計 50,000 円 

１月１９日(木) 早朝例会 点鐘 7：15 
クラブフォーラム 職業奉仕 
 

２月２日(木)  点鐘 12：30 
卓話：財団学友 田辺とおる様 


