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第2707例会	 平成 28 年 3 月 2 日（水）

移動例会場：�ヨコハマグランド�
インターコンチネンタルホテル

点　鐘 柳澤 信夫 会長

スマイル体操 クルーズ 由美子 親睦委員長

司会と斉唱 峯岸 雅宏 会場監督
村山 輝忠 ソングリーダー

「君が代」「奉仕の理想」

お客様紹介 谷口 一成 親睦副委員長
地区 青少年奉仕委員長 岸 厚子 様（横浜南 RC）
地区 RYLA 委員長 山田 正憲 様（神奈川東 RC）
赤堀 和人 様（神奈川東 RC）

出席報告 世良 俊昭 出席委員長

会員数 59 名 出席 38 名 欠席 21 名
（対象外 8 名） 出席率 76.00%
前々回訂正 欠席 21 名 MAKE UP 6 名

（対象外 4 名） 訂正出席率 80.00%

欠席者
濱田君 花田君 市川君 上山君 川野君 
小林（政）君 小泉君 込田君 柾木君 松波君 
松尾君 三平君 三浦君 溝淵君 茂木君 
野口（隆）君 大部君 小澤君 関君 重田君 
塩田君

お客様ご挨拶
地区 RYLA 委員長 山田 正憲 様（神奈川東 RC）

2 月 20 日、21 日の地
区 RYLA では川崎北 RC
のみなさまに大変お世
話になりました。戸川
会員、洪会員、宮崎会
員には宿泊までしてい

ただき、柳澤会長、佐久間幹事にはご挨拶をいただき

ました。事務局には、現在、精算でお世話になってい
ます。みなさまのお力添えで第 32 回 RYLA を無事終え
ることができました。

会長報告 柳澤 信夫 会長
 ●理事会報告

1. 3 月・4 月のプログラム → 承認
周年誌 （記念誌） の資料となるので、卓話者の役職
名や肩書きは、プログラム表に正確に記載する。

3 月 2 日 移動例会 ヨコハマグランド イン
ターコンチネンタルホテル
理事会／会員お祝い （発表のみ）
創立記念卓話：岡本 徳彌 会員

9 日 移動例会 富士通ラウンジ
卓話：松波 登 会員「バヌアツ訪問報告」

16 日 卓話：日本ライフセービング協会 
事務局次長 中山 昭 様「ライフセー
ビング活動について」
会員お祝い （お渡し）

23 日 休会

30 日 夜間例会 クイーン・アリスガーデン
テラス日吉 点鐘 18：00
研修委員会担当例会

4 月 6 日 理事会／会員お祝い 
入会卓話：塩田 聡 会員

13 日 卓話：認定 NPO 法人キーパーソン 21 
代表理事 朝山 あつこ 様

20 日 卓話： （株） 森田総合研究所 代表取締役 
森田 実 様 「世界の中の日本を考える」
例会後、クラブ協議会

27 日 クラブフォーラム （国際奉仕） 
松山 直樹 委員長担当

2. 親睦委員会
 • 3 月 30 日 （水） 研修委員会担当例会 会場：クイー
ンアリス

 • 6 月 29 日 （水） 最終例会、夜間 2 時間くらい （会
場は今後検討）



3. 職業奉仕委員会 （柾木委員長欠席）
職場訪問について：開催時期、訪問場所など未定 

（松波会員に依頼中）
4. 社会奉仕委員会 （関委員長欠席）

特になし

5. 国際奉仕委員会
3 月 9 日の例会でバヌアツ奉仕団の報告を行う。

6. 青少年奉仕委員会
 • RYLA （青少年指導者養成プログラム） の報告：成
功裏に終わる。

 • クラーク記念国際高校横浜青葉キャンパスの卒業式 
3 月 6 日（日） 13 時～ 15 時 KSP ホール 
宮崎インターアクト / ローターアクト委員長、 
戸川青少年奉仕委員が出席

7. R 米山奨学生世話クラブ依頼の件
凌 飛（リョウ ヒ）さん （中国） 
世話クラブ期間 2 年：2016 年 4 月～ 2018 年 3 月
専修大学 文学研究科日本語日本文学専攻 博士課程 2 年
カウンセラーの選任：相良久征会員に依頼、了解済み。

8. 地区奨学金応募について
応募者 1 名あり。クラブにて面接後、川崎北 RC 推
薦として地区宛に申請書提出。
3 月 12 日 （土） 地区選考試験 当日発表 
3 月 13 日 （日） オリエンテーション
選考に合格の場合、カウンセラー選任：今後検討する。

 ● 2016-17 年度 地区委員の委嘱状が届いています。
• 岡本 徳彌 会員：R 財団 100 周年記念委員会委員長
• 大塚 正一 会員：広報 ･ 公共イメージ向上委員会副委員長
• 色摩 和恵 会員：インターアクト委員
• 茂木 常夫 会員：R 青少年交換委員
• 横山 芳春 会員：RYLA 委員
• 川野 正久 会員：危機管理委員
• クルーズ 由美子 会員：R 平和センター委員
• 野口 隆一 会員：グローバル補助金委員

幹事報告 佐久間 馨 幹事
1. 地区からの来信

① 国際ロータリー公式ロゴマークシール

② 神奈川県ロータリアン親睦テニス会（上野杯） 
日時：4 月 12 日 （火） 9：30 集合 
会場：湘南ローンテニスクラブ 
※参加ご希望の方は、幹事までお知らせください。

③ ロータリー為替レート変更 
3 月より、1 ドル＝ 116 円に変更。

2. ロータリー米山記念奨学会より、カウンセラーの所
見提出の依頼
洪カウンセラー、ご対応お願いいたします。

3. 他クラブ例会臨時変更
●川崎西北 RC

3 月 17 日（木） 休会
3 月 31 日（木） 通常夜間例会を昼例会に変更

●川崎大師 RC
3 月 30 日（水）  お花見移動例会 惠の本 

点鐘 18：00

4. 他クラブ会報の回覧 新川崎 RC
5. 川崎市中原消防団より広報誌
6. 第 3 四半期 （1 月～ 3 月） の会費 75,000 円の納入

受付中 
3 月 16 日 （水） の例会までに納入してください。

7. 次週 3 月 9 日 （水） の移動例会 
会場：富士通 川崎工場 本館 20 階 ラウンジ 
点鐘 12：30 
※ 出欠確認をとりましたが、変更がある場合は事務

局までお知らせください。 
出席者は名前を登録します。当日は登録済の名前
を川崎工場入口で申告してください。

委員会報告
クルーズ 由美子 親睦委員長

・3 月 9 日 （水） 移動例会
幹事報告のとおりです。

・3 月 30 日 （水） 夜間例会
会場：クイーンアリス日吉 18：00 ～ 20：00
出欠確認中です。

大塚 正一 地区広報副委員長
・横浜ランニングフェスティバル

開催日：3 月 19 日（土）
受付　10：00 ～ 11：15
競技スタート　12：00 ～ 12：30
会場：臨港パーク
1300 人のエントリーがありました。ぜひ観戦に訪れ
てください。

会員お祝い 帯谷 昌充 親睦委員

お誕生日おめでとうございます！
 ●会員誕生日
甲田 博康 会員 込田 一男 会員 茂木 常夫 会員 
濱田 敦大 会員
 ●ご夫人誕生日
岡本 寛子 様 北村 妙子 様 金子 京子 様 
齊木 恵子 様 藁科 妙子 様 渡辺 麻衣子 様
 ●結婚記念日
石井 弘 会員 星野 博 会員 松尾 正 会員 
花田 薫 会員 大塚 正一 会員 朝山 浩 会員
 ●入会記念日
世良 俊昭 会員 入来 武久 会員



創立記念卓話 岡本 徳彌 会員
川崎北ロータリークラブの創立は 1960 年の 3 月 2 日で、
この日も水曜日でした。日にちだけでなく、曜日も一
致した満 56 年となりました。
当クラブのチャーターメンバーで最後まで残られたの
は毛利先生です。毛利先生は大正 15 年生まれの最年少
チャーターメンバーでした。私自身はチャーターメン
バーではなく、創立 5 年目に入会しました。
本日の卓話者に指名されましたが、創立に関する話は、
諸先輩に伺った話や、記念史に書かれた内容に基づくと
いうことなります。古い話なので、記憶違い等があれば、
ご容赦ください。

川崎北ロータリークラブの成り立ち
神奈川県で最初のロータリークラブは、1927 年創立の
横浜クラブです。戦争中は「ロータリークラブは海外
の思想を持ち込むものだ」とされて弾圧を受け、休会
を余儀なくされましたが、戦後、RI への再申請を行っ
て承認されました。横浜クラブは創立から数えると 88
年の歴史あるクラブです。戦後 6 年経過した 1951 年、
横浜クラブが親クラブとなり、川崎クラブと横須賀クラ
ブが創立されます。そこからクラブが増えていきました。
さらに 9 年後の 1960 年に、私たちの川崎北クラブと
川崎南クラブが同時に創立されました。同時といって
も、わずかに川崎北のほうが早く、川崎北クラブは川
崎市で 2 番目のロータリークラブとなりました。
川崎クラブで幹事を務めていた私の兄から、川崎北・
川崎南の合同チャーターナイトを手伝うように言われ、
詳しいことがわからないまま、記念品配布の手伝いを
した記憶があります。
ご存知のとおり、ロータリークラブを新しく作るのは
大変なことです。まず、ガバナー経験者たちが戦略的
に地域を定めます。「地域に相当な産業・商業がある」

「さまざまな人が住んでいる」といった背景から、そこ
にロータリークラブを作ろうという動きが起こります。
地域が決まると、商工会議所などを通じ、将来中心と
なるような人を選んで打診します。その地域で職業を
代表する人を選ぶことで基盤を作るのです。
川崎北クラブができたころは、終戦後の占領が終わり、
高度経済成長が始まったという時代です。東京に隣接
しているということもあり、川崎市内全域で工場、商店、
研究所、病院など、あらゆるものが発展していました。
川崎駅前の賑わいと混雑は大変なものでした。人口も
生産も増加していたので、川崎市内に新たにロータリー
クラブを 2 つ作ろうという話になっていたのです。
川崎クラブから輩出された二人のガバナー経験者と、川
崎クラブの幹部が中心となって尽力され、川崎北クラ
ブができました。
川崎北クラブの初代と第 2 代の会長は関東労災病院の
水町先生が務め、クラブの礎を築かれました。

例会場の変遷
創立当時、武蔵小杉駅前には例会に使える会場が無かっ
たため、多摩川河川敷の東京側にあったゴルフ場の昼
食会場を借りて創立総会から 13 回までの例会を行った
そうです。
次の例会場は、川崎の駅ビルでした。こちらも、川崎
北クラブの区域内ではなかったのです。
しばらく経って「武蔵小杉に例会場を移そう」という運
動があって、駅前に移転してきた横浜銀行支店の会議室
を借りて例会を行うことになりました。私自身の入会
式も、この会場で行われましたので、よく覚えています。
例会中の食事は、弁当をとっていました。
その後、小杉会館に例会場を移しました。会議も例会
もできて、その場で調理された食事が食べられるよう
になって、他クラブと同じように楽しい例会が行える
ようになりました。（小杉会館は 1981 年にホテル・ザ・
エルシィ武蔵小杉と改称）
例会場の入った建物が解体されることになり、次の例
会場はホテル精養軒に引き受けていただきました。
精養軒が耐震工事を行うことになったため、現在は、日
吉のクイーンアリスが例会場です。クイーンアリスは、

「カーテンを開けるとすばらしい景色が広がる」と、ゲ
ストの方からも好評です。

入会当時からの伝統
私が入会したのは 1964 年です。昭和生まれの会員は私
が最初でした。そのためか、入会は時期尚早だと言われ、
半年ほど入会を待つことになりました。
私は、足立さんに紹介してもらって入会しました。皆
様も同じように感じられたことがあるかもしれません
が、入会当初は知り合いもおらず、率直に言うと「辞
めてしまおうか」と思ったことは何度もあります。そ
のうち先輩が声をかけてくださって、仲間に入れたと
感じるようになりました。
当時の川崎北クラブは世代がうまく分布しており、風通
しが良いと言われていました。現在も川崎北クラブは地
区の中でも評価が高いクラブです。その礎は、明治生



まれ世代が、自分たちよりも若い大正生まれ世代にも
役割を任され、全員が自由に役割を果たせるようになっ
たということが背景にあると思います。その後加わっ
た会員も活発に活動し、「ただ集まって食事をして終わ
り」というわけではなかったので、「良いクラブに入っ
たな」と思ったものです。
地元で従来から事業をしている人と、他所からやって
きて始めた人の間に軋轢が生じ、派閥ができてしまう
ということはありがちですが、川崎北クラブではその
ような話を聞きません。風通しがよく、活動に参加す
ることが楽しいクラブだと思います。

思い出
＜水町先生との関わり＞
水町先生の奥様と私の母親が女学校の同級生だったと
知り驚いたことがあります。その縁もあって親しくさ
せていただきました。
水町先生以来、関東労災病院と当クラブは非常に深いつ
ながりがあります。歴代院長は当クラブの会員になられ
て、バックアップしていただき、大変感謝しております。
＜津田ガバナー誕生に向けて＞
津田先生がガバナーになるとき、幹事やサポート役に
谷口さん、毛利さん、三木さんと、私の同世代が選ばれ、
先輩方から信頼を受けて任されました。
ガバナーエレクトに選ばれた人は、アメリカで 1 週間
の合宿を行い、RI 会長から次年度の方針を聞いてきま
す。その方針を徹底するため、各地区で数百人規模の会
議 （地区協議会） を行います。会場の運営等を担うため、
たいへんな費用がかかります。ガバナーを輩出するこ
とは名誉なことですが、地区の予算のほかにも多額の
費用負担を強いられるという仕組みになっていました。
無駄を省けないものかと考え、前年度他クラブで行わ
れた実績を見せてもらったところ、大いに削減の余地
がありました。津田先生や幹事の谷口さんに相談した
ところ、スリム化すべしということになり、私は企画
担当を命じられました。徹底して無駄を省き、それま
で外注していた送迎などを内製化するなどして、地区
予算以外の負担を前年比で 1/10 ほどに抑えることがで
きました。これにより『津田世代』は高く評価された
と聞いています。
＜ GSE 団長を務めたとき＞
研究グループ交換 （GSE） で、川崎の団長を務めること
になった私は、40 日間、オーストラリアから来た研修
生と一緒に県下を回りました。
研修生を連れて川崎のプラント地帯を通ったとき、彼
らは「日本はすごい」と大興奮していました。
本来はホームステイなのですが、受け入れ先がなく、結
局ホテル泊まりになったこともありました。また、ホー
ムステイ先でトラブルになってしまい、夜中に迎えに
いったりしたこともありました。

国際大会について
5 月末に、いちばん近い隣の国、韓国で国際大会が催さ
れます。国家間の関係は歴史問題等ありますが、ロー
タリークラブの歴史にはそのような問題はありません。
我々が率先して友好を深めるためにも、ぜひ参加登録
してください。

最後に
現在、川崎北クラブはすばらしいクラブといわれてい
ます。この先も、より良いクラブであるために、努力
していきましょう。

ニコニコリポート 入来 武久 副会場監督
地区 青少年奉仕委員長 岸 厚子 様（横浜南 RC）

先日の RYLA ではホストクラブおつかれさまでした。
地区 RYLA 委員長 山田 正憲 様（神奈川東 RC）

RYLA のお礼に来ました。大変お世話になりました。
赤堀 和人 様（神奈川東 RC）

お世話になります。
柳澤 信夫 会長、佐久間 馨 幹事

3 月になりました。春ですが、花粉症、インフルエン
ザに気をつけましょう。岡本さん、創立記念卓話よ
ろしくお願いいたします。

岡本 徳彌 君
今日創立 56 周年記念日にあたり、つたない卓話をさ
せていただきます。よろしくお願いします。

武田 信平 君
Jリーグは、去る2月27日に開幕しました。フロンター
レは、初戦、前年優勝のサンフレッチェ広島と対戦、
1 対 0 で勝利し、幸先良いスタートを切ることができ
ました。今後ともご声援をよろしくお願いいたします。

戸川 俊雄 君、世良 俊昭 君、洪 征治 君、大塚 正一 君
地区 岸青少年奉仕委員長、山田 RYLA 委員長、よう
こそいらっしゃいました。RYLA 大変おつかれさまで
した。
岡本さん、創立記念卓話楽しみにしています。親睦委
員会の皆様、ご苦労様です。

横山 芳春 君
ご心配をおかけしましたが、元気ですので、ご安心く
ださい。

クルーズ 由美子 君、谷口 一成 君、横山 芳春 君、 
朝山 浩 君、帯谷 昌充 君、渡辺 伸一 君、村山 輝忠 君、 
藁科 義弘 君、齊木 貴 君、小林 美和 君、松下 幸夫 君

遠方までありがとうございます。会場を変えての例
会をどうぞ楽しんでください。
岡本さん、創立記念卓話をお願いします。
岸様、山田様、赤堀様、ようこそいらっしゃいました。


