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第2780例会	 平成 29 年 10 月 18 日（水）

点　鐘 大塚 正一 会長
司会と斉唱 山川 哲史 会場監督

　　　　　　　  平野 和枝 ソングリーダー
　　　　　　　  「それでこそロータリー」

お客様紹介 谷口 一成 親睦委員長
中原警察署 生活安全課 防犯係 係長 相川 正吾 様
中原防犯協会 副会長 尾木 孫三郎 様
中原防犯協会 防犯指導員・川崎中原 RC 田辺 清夫 様
ゲストスピーカー 
　地区社会奉仕委員長・横浜北 RC 木村 博 様
横浜 RC 三原 秀治 様
川崎中 RC 会長 小丸日出夫 様
川崎中原 RC 幹事 河合 束 様
川崎中原 RC 小林正樹 様
川崎とどろき RC 幹事 坂口 幸一 様

出席報告 宮崎 秀樹 出席委員長
会員数 58 名 出席 35 名 欠席 23 名

（対象外 6 名） 出席率 67.31%
前々回訂正 欠席 19 名 MAKE UP 3 名

（対象外 6 名） 訂正出席率 80.77%
欠席者

クルーズ君 花田君 濱田君 入来君 甲田君 
川野君 小林（政）君 小泉君 上山君 三浦君 
溝淵君 峯岸君 松下君 茂木君 三平君 
野口（隆）君 岡本君 小澤君 世良君 重田君 
佐久間君 関君 色摩君 

お客様ご挨拶 大塚 正一 会長
川崎中 RC 会長 小丸日出夫 様
昨日、川崎中 RC で創立 45 周年式典を行いました。スポ
ンサークラブである川崎北 RCからも、大塚会長、帯谷幹
事を含め、大勢の方にお越しいただきました。誠にありが
とうございました。
中原防犯協会 副会長 尾木 孫三郎 様
贈呈いただいた防犯グッズは、区民祭のときに配らせてい
ただきます。皆様のご好意、防犯協会ではとても感謝して
おります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
中原警察署 生活安全課 防犯係 係長 相川 正吾 様
今はそれほどでもありませんが、中原区でも引ったくりな

どの事件があります。また、オレオレ詐欺も少なくありま
せん。言葉巧みにクレジットカードを騙し取られるケース
などがあります。普通に考えればだまされないと思います
が、このような事件は後が絶ちません。是非、今日この会
場にいらっしゃらない方、家族の方、会社の方にもお話く
ださい。それにより少しでも、だまされないよう意識がで
き、犯罪防止につながると思います。

目録贈呈 大塚 正一 会長

中原防犯協会へ、大塚会長から目録が贈呈されました。

会長報告 大塚 正一 会長
1.	 10 月 17 日（月）、川崎中 RC創立 45周年記念式典に当クラ
ブから 16名、出席しました。

2.	 新横浜 RCより、南アフリカ学習者支援プロジェクトに協
賛されている方（川野正久会員）に、お礼とお願いとお
知らせが届きました。

3.	 第 3 回	第 2グループ会長 ･幹事会開催のご案内
日時：11月 7日（火）18：00～
場所：木曽路	宮前平店

幹事報告 帯谷 昌充 幹事
1.	 神奈川 RCから卓話のご案内
桑原	薫	様（横浜港北 RC）「奉仕とサービス」
　日時：11月 20日（月）　点鐘 12：30
　会場：ホテルキャメロットジャパン５階
川野	正久	会員（川崎北 RC）「ロータリーの歴史」
　日時：11月 27日（月）　点鐘 12：30
　会場：ホテルキャメロットジャパン５階
　※出席ご希望の方は、事務局までお知らせください。

2.	 他クラブ例会臨時変更
●川崎鷺沼 RC
10 月 25 日（水）休会
11月 15日（水）⇒ 11日（土）地区大会参加
11月 22日（水）夜間例会　点鐘 18：00
11 月 29 日（水）休会



クラブフォーラム   
地区社会奉仕委員長・横浜北 RC 木村 博 様

今年度の地区活動方針は、
クラブごとに様々な社会
奉仕をなさっていると思
いますが、活き活きとし
た活力のあるクラブ活動
には、魅力ある社会奉仕
プロジェクトの展開が必
要です。クラブの親睦活
動もそれが目的ではなく、

奉仕活動のための手段がロータリーの親睦活動であるという
ように考えております。

今年度、地区社会奉仕委員会では、各クラブで行っている社
会奉仕活動のアンケートを取りました。8月に全 57クラブか
ら回答をいただき、社会奉仕クラブ委員会でこれについて発
表しました。総事業数 209 件と各クラブ活発に活動をされて
いると思います。事業内容ですが、献血活動などの人道的福
祉活動が 72件（全体の約 34％）、チャリティーコンサートな
どの文化的活動が 33件（約 16％）、地元の区民祭などの社会
的活動が 104 件（50％）となっています。

新規事業は、209 件のうち、30 件（約 14％）で、少なめな
感じがします。また、179 件ある継続事業の継続年数ですが、
1年から 3年が 31 件、4 年から 9年が 30 件、10 年以上が
91件でした。

事業会員参加数は、57クラブ全体で 3,717 名で、1事業平均
約 20名の会員が参加していることになります。また、地域の
参加人口は約 35万人という計算になります。

今後どのような事業がしたいかというアンケートに対して、
子どもの貧困問題についての活動、児童養護施設への支援な
ど、国内の児童支援の声が非常に多かったようです。

他の地区でも、地域に根差した個性的な社会奉仕活動を展開
しているクラブも多くみられます。特に個性的でおもしろい
事業を行っているクラブは 2770 地区、結婚を望む独身の方々
に対し、ロータリアンが紹介者となり、ブライダル事業を行っ
ています。いろいろな規定がありますが、一般のお見合い相
談所に比べ、入会料などもリーズナブルで人気があるようです。

地区社会奉仕委員会も、あと 1年間少しですけれども、皆様
のお力添えをいただきながら、頑張っていきたいと思ってお
りますので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがと
うございました。

ニコニコリポート 柾木 永一郎 副会場監督
横浜北 RC 木村 博 様

本日はお世話になります。

横浜 RC 三原 秀治 様
横浜RCから参りました。本日はよろしくお願いします。

川崎中 RC 小丸 日出夫 様、川崎とどろき RC 坂口 幸一 様
いつも大変お世話になり、誠にありがとうございます。本日は「防
犯ネット」の贈呈式に参りました。よろしくお願いいたします。

川崎中原 RC 河合 束 様
防犯ネットの贈呈式にお伺いいたしました。来週は青
少年交換学生を連れてお伺いいたします。

川崎中原 RC 小林 正樹 様
いつもお世話になります。本日は防犯グッズの贈呈式
にお伺いさせていただきました。

川崎中原 RC 田辺 清夫 様
本日、中原警察署 相川係長ならびに防犯副会長 尾木
様と防犯グッズの贈呈式に参りました。中原が犯罪の
ない住み良い街づくりに協力いたします。

大塚 正一 会長、帯谷 昌充 幹事
地区社会奉仕委員長 木村様、社会奉仕委員長 齊木会員、
本日のフォーラムよろしくお願いいたします。中原警察
署 相川様、中原防犯協会 尾木様、田辺様、本日はよう
こそお越しくださいました。

武田 信平 君
フロンターレの近況を報告します。10 月 14 日に J リーグ
第 29 節が等々力にて行われましたが、10 月 4 日のルヴァ
ンカップから 11 日間にベガルタ仙台と連続 3 試合という
戦い。試合開始から調子が上がらず、42 分に家長選手が 2
枚目のイエローで退場、またも 10 人での戦いを強いられ
ることになりました。45 分、60 分に失点し、もう駄目か
と思いましたが、82 分、84 分、87 分と 5 分間に 3 点を
もぎ取って逆転勝利しました。こんな試合は滅多にありま
せん。等々力は大歓声と大興奮。今回も選手が良く頑張りました。

戸川 俊雄 君、宮崎 秀樹 君、洪 征治 君
地区社会奉仕委員長 木村様、本日はよろしくお願いい
たします。大勢のお客様、お越しくださり誠にありがと
うございます。

松波 登 君
本日はたくさんのお客様にお見えいただきました。誠に
ありがとうございます。本日はよろしくお願いいたします。

星野 博 君、柾木 永一郎 君、齊木 貴 君
今日は社会奉仕委員会のクラブフォーラムがあります。
ゲストスピーカーの木村様、よろしくお願いいたします。

平野 和枝 君
横浜 RC 三原様、今日はようこそおいでくださいました。
三原さんは、野村證券の現横浜支店長です。武蔵小杉の初
代支店長でした。今日はよろしくお願いいたします。

親睦委員会：谷口 一成 君、相良 久征 君、小林 美和 君、
石坂 想 君、平野 和枝 君、石原 安 君

中原警察署 相川様、中原防犯協会 尾木様、田辺様、本
日はようこそおいでくださいました。地区社会奉仕委員
長 木村様、社会奉仕委員長 齊木会員、本日のフォーラ
ムよろしくお願いいたします。


