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2018 － 19 年度　　国際ロータリーのテーマ
『インスピレーションになろう』
RI 会長　　バリー・ラシン

川崎北ロータリークラブ会長の方針
『成功するまでち
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う
・
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会長　佐久間 馨
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第2837例会	 平成 31 年 2 月 13 日（水）

点　鐘 貝田 洋 副会長

スマイル体操  入来 武久 親睦委員

司会と斉唱 松下 幸夫 会場監督
石原 安 ソングリーダー

「我等の生業」

お客様紹介 貝田 洋 副会長
川崎鷺沼 RC 小川 湧三 様
地区ローターアクト直前代表

横浜東 RAC 鈴木 宗太 様
米山奨学生 リーデル・ティモ・マリオ 君

出席報告 生垣 繁 出席委員長

会員数 57 名 出席 32 名 欠席 25 名
（対象外 6 名） 出席率 62.75%
前々回訂正 欠席 21 名 MAKE UP 5 名

（対象外 7 名） 訂正出席率 82.00%
欠席者
花田君 平野君 星野（博）君 星野（妃）君 石坂君 
上山君 小林君 三平君 溝淵君 茂木君 
根木君 野口（哲）君 帯谷君 大部君 岡本君 
大塚君 相良君 齊木君 佐久間君 関君 
世良君 重田君 色摩君 豊見山君 藁科君

お祝い 横山 芳春 親睦委員
2 月祝事：おめでとうございます !

 ●会員誕生日
北村 善市 会員　齊木 貴 会員　佐久間 馨 会員
波木井 輝昭 会員　関 孝篤 会員
 ●ご夫人誕生日
松波 幸子 様　川野 則子 様
 ●結婚記念日
世良 俊昭 会員　谷口 一成 会員
 ●入会記念日
宮崎 秀樹 会員　大部 哲也 会員　貝田 洋 会員
 ●年間出席率 100% 以上
金子 房一 会員　洪 征治 会員　松波 登 会員

奨学金贈呈 リーデル・ティモ・マリオ 君
貝田副会長より、リーデル・ティモ・マリオ君に米山
記念奨学金の贈呈が行われました。

会長報告 貝田 洋 副会長
1.  川崎北RC元会員 三浦 善四郎 様 平成31年2月8日（金）

ご逝去のお知らせ（享年 87 歳）
通夜 ･ 告別式はご家族のみにて執り行う予定です。謹ん
で哀悼の意を表し、心よりご冥福をお祈りいたします。

2.  2019 ～ 22 年度版「クラブを成功に導くリーダー
シップ：会長編」の冊子が届きました。
※ 3 月 18 日（月）の PETS までにご一読ください。

3.  地区より、2019 ～ 20 年度 地区委員長の委嘱状が
届きました。
川野 正久 会員：地区危機管理委員長
大塚 正一 会員：地区広報・公共イメージ向上委員長

4.  地区研修 ･ 協議会 部門別協議会リーダー・サブリー
ダー委嘱のお知らせ



グローバル奨学生　カウンセラー　武田 信平 会員
グローバル奨学生 呉田 幸子 君からのお便り代読
11 月 に 卓 話 を さ せ て い た だ い た、Leytonstone and 
Woodford RC さんとバナー交換をしました。保管して
いるので、次に帰国したときにお持ちいたします！

Redbridge RC 毎年恒例のクリスマスパーティーに招待
していただきました。60 名ほどが集まって、美味しい
食事をいただいた後に、歌のショーに合わせて踊って
いらっしゃいました。（私も少しリズムに乗って踊りま
した）イギリスではクリスマスパーティーにクリスマ
スカードを持っていって交換するのが習慣のようで、
私もロータリアンの方からいただきました。

London New Year's Day Parade
ロンドンの元旦を祝う、世界の中でも規模の大きいパ
レードです。ロータリーはポリオ撲滅のキャンペーン
の一貫で毎年参加グループとして行進しているそうで、
私も参加させていただきました。東京でいう銀座のよ
うなメイン通りを行進し、大勢の人に見られるなんて、
有名人になった気分で少し変な感じがしましたが、国
際的に社会貢献をしているロータリーの名前は結構知
られているなあと実感しました。ロータリアンやロー

川野 正久 会員：青少年奉仕部門　リーダー
洪 征治 会員：クラブ管理運営部門　サブリーダー
大塚 正一 会員：クラブ管理運営部門　サブリーダー

幹事報告 野口 隆一 副幹事
1. 地区からの来信

① 海外メークアップツアー第 2 弾のご案内
「アメリカ南部への海外メークアップツアー」
日時：5 月 10 日（金）～ 17 日（金）8 日間
基本旅行代金：48 万円
申込期限：2 月 25 日（月）
申込先：市川地区国際奉仕委員宛

② ロータリーレート変更のお知らせ
2019 年 2 月より、1 ドル =110 円に変更

2.  クラーク記念国際高等学校横浜青葉キャンパス IAC
より卒業式のご案内
日時：3 月 3 日（日）　13 時～ 15 時
会場：ホテル KSP　KSP ホール 3F

3. 他クラブ例会臨時変更
 ●川崎百合丘 RC
2 月 26 日（火） 夜間移動例会　笹子うどん
点鐘 18：00
 ●川崎大師 RC 2 月 20 日（水）
創立 46 周年記念例会　「煌蘭」　点鐘 18：00
 ●川崎西北 RC
2 月 21 日（木） 夜間例会　柏屋
2 月 28 日（木） 休会
 ●川崎とどろき RC 2 月 25 日（月）夜間例会
ホテル精養軒　点鐘 18：30
3 月 18 日（月） 休会
3 月 25 日（月） 夜間例会
ホテル精養軒　点鐘 18：30
 ●川崎中 RC 
2 月 26 日（火） 休会
3 月 12 日（火） 職場訪問　シェアハウス見学
3 月 19 日（火） 休会
3 月 26 日（火） お花見例会　西明寺
 ●川崎高津南 RC 
3 月 25 日（月）⇒ 26 日（火）お花見例会
とうふ屋うかい鷺沼店

委員会報告
社会奉仕委員会 妻鹿 琢生 委員長
地区補助金プロジェクトのご案内
3 月 6 日（水）例会後にポスターの貼付けを行います。
貼付け作業にご協力よろしくお願いいたします。貼付
け可能な場所の情報のご連絡お願いいたします。

青少年奉仕委員会
第 49 回ローターアクト地区大会開催のご案内
日時：2019 年 3 月 3 日（日）　13：00 ～ 17：00
場所：HOTEL PLUMM



ターアクト、他の奨学生と一緒にこのような活動に参
加できてとても嬉しく光栄に思います。

学校は 1 か月の休暇を終えて、新学期が始まりました（私
は休暇中にテストがひとつありました）。久しぶりにク
ラスメイトに会い、また刺激的な授業が始まったのでと
ても楽しいです。ロンドンは一段と寒くなり、ちょうど
今、雪が降っています。クラスメイトの中には、南半球
で夏休みを過ごした人もいたので、気温の変化に対応
するのが大変そうです。皆さまもお体にお気をつけて
お過ごしください。

卓話
プログラム委員会　山川 哲史 委員

「ドラムを始めてから現在まで」

まずドラムを始めたきっかけは小学生のときにチェッ
カーズに憧れ、中学 1 年生で吹奏楽部に入りサックス
を始めたことです。さらに中学生でⅩ（X JAPAN）と言
うバンドを知り、当時あまりにも衝撃的でファンにな
り、中学 3 年生のときににドラムを始めてコピーバン
ドを結成しました。バンドメンバーは何人も入れ替わ
りましたが、最終的にはプロを目指して、自分たちの
オリジナルサウンドを作れるメンバーが集まりました。

高校を卒業してからは進学せず、仕事をしながら定期
的に東京、名古屋、大阪を中心にライブハウスで演奏
してお客さんを増やしていきました。そんな中 25 歳の
ときに、ある東京のライブハウスで X JAPAN や GLAY
などが所属するプロダクションにスカウトされ、京都
から上京して、メジャーデビューいたしました。その
後、中学生の時から憧れていたドラマーの X JAPAN の
YOSHIKI さんにも楽曲をプロデュースしていただきま
した。

では、メジャーデビューとインディーズデビューの違い
はご存知でしょうか。アーティストが音源を発売する
にあたり、メジャーとインディーズの 2 つに分けられ
ています。メジャーとは大手レコード会社のことを指し、
インディーズとは大手レコード会社に属さない独立した
レーベル、いわゆる自主制作で発売してる全ての音源の
ことを指します。メジャーとインディーズには、それぞ
れにメリットとデメリットがあり、メジャーは、資金と
流通において優れています。そのため所属アーティスト
はメディアへの露出、また作品を全国的に取扱ってもら
えることにより、多くの方から作品を手に取ってもらえ
る確率が高くなります。これに比べ、宣伝力が乏しいイ
ンディーズでは、手に取ってもらえる確率は低くなるた
め、作品の売れる確率は低いと言われます。

次は、作品が売れてアーティストが得られる収入につい
てです。メジャーは制作、宣伝などのお金はかけても
らっていますが、売上の半分以上はプロダクションとレ
コード会社に持っていかれてしまいます。しかしなが
ら、インディーズは制作から宣伝や作品の発送などを、
全てアーティストが行うので、売上はそのままアーティ
ストへ入ってきます。そのため一度メジャーデビュー
して、売れたアーティストが独立し、インディーズレー
ベル（中小企業のレコード会社）を立ち上げて活動する
ケースも少なくありません。人気の B'z、ゴールデンボ
ンバーなどもそのようなアーティストの一部です。また
音楽活動の自由の面からも、メジャーは規模が大きいた
め、一組のアーティストに関わるスタッフの人数も大
量でスケジュールの管理から音楽性に至るまで、非常
に大きな制約を課せられます。デビューしてから音楽
性の違いや収入の不満などでの解散もよく聞く話です。

現在の私は、皆さまのご存知の通り本業は内装屋です。
今デビューが決まったとしても会社が大変になりますの
で、プロのときに出会った人脈、培った経験を活かして、
インディーズとして関東を中心に音源の制作、販売をし、
定期的にライブ活動をさせていただいております。とき
にはサポートメンバーとして、アメリカのロックバンド
KISS の Gene Simmons・X JAPAN の ToshI や YOSHIKI・
LUNA SEA の河村隆一・相川七瀬のステージで演奏させ
ていただきました。



（2017 年に行われたコンサートでサポートメンバーと
して参加し、ヤフーニュースに掲載されました。）

北村 善市 会員
「ロータリーに入会したこと」

私は平成3年 6月に川崎北RCに入会いたしました。入
会時はバブルの時代で会員も今の倍居たように思います。
ロータリアンの医者たちに誘われ入会し、歴代の会長や
役員さんたちのお力により、様々なことを教わり現在
までやってこられました。入会した当時は、誰もがこ
んなに長く続けられるとは思っていなかったでしょう。

遠い昔、私の尊敬する先輩から座右の銘をいただき、それ
を日々心掛けて生きてきました。
1. 真実 =誠の心
2. 低く平らな優しい心
3. できる我慢をする心
4. 人を助け、喜ばれて得を積む心

RC入会時に「4つのテスト」が、長年信じてきた座右
の銘と言葉は違えど内容が重なることに気付き、RCを
続けていけるのではないかと確信を抱きました。この 4
つの精神を持つ RCの皆さまに、私は長い間支えられて
きました。愛は惜しみなく与え、決して報われること
を要所せずに、人に親切にしていれば、必ず誰かがあな
たに大きな愛を与えてくれます。お時間があるときに、
もう一度 4つのテストをご覧いただき、私が話したこ
とを汲み取っていただければ嬉しく思います。

ニコニコリポート 峯岸 雅宏 副会場監督
川崎鷺沼 RC 小川 湧三 様

お世話になります。IM に大勢ご参加いただきありが
とうございました。

貝田 洋 副会長、野口 隆一 副幹事
大寒波が来ている中ですが、皆さま体調管理をよくさ
れてください。

横山 芳春 君、朝山 浩 君、松下 幸夫 君、柾木 永一郎 君、
齊木 貴 君、妻鹿 琢生 君、石原 安 君

てっちゃん、今日の卓話、頑張ってね。今期プログラ
ム委員になったから廻ってきてしまった役目だけど、
皆がてっちゃんの「第 2 入会卓話」を聞きたいです。
あなたは「音楽のプロ」ですから。今日はその音楽に
おける「バンド」について、勉強させていただきます。

ビール同好会：戸川 俊雄 君、生垣 繁 君、渡邊 敏久 君 
宮崎 秀樹 君、洪 征治 君、柳澤 信夫 君、武田 信平 君

寒暖の差が大きい日が続きます。風邪などを引かぬよ
う注意しましょう。北村先生・山川会員、卓話楽しみ
です。46 歳の年の差です。頑張ってください。

朝山 浩 君、松下 幸夫 君、齊木 貴 君、妻鹿 琢生 君
北村先生、今日の卓話、頑張って下さい。「ロータリー
に入会したこと」というテーマは、本当の意味での

「第 2 入会卓話」をお聞かせ頂けそうだと感じています。
襟を正して、聞かせていただきます！

北村 善市 君
松波さんご高配ありがとうございました。世界ラリー
ご完走おめでとうございます。

松波 登 君
2 月 1 日（金）～ 6 日（水）に開催されたラリーモン
テカルロヒストリック 2019 に東京大学ラリーチーム
のドライバーとして参加してきました。篠塚建次郎は
三菱ランサー、私はトライアンフスピットファイアー
で参加、チーム 6 台全車完走し、学生さんと楽しい経
験と思い出を作ってきました。

国際奉仕委員会
来週の国際奉仕クラブフォーラムですが、横浜西 RC
様より野村様が卓話にいらっしゃいます。よろしけれ
ば、たくさんのご参加よろしくお願いいたします。

クルーズ 由美子 君
小川先生ようこそ！本日もよろしくお願いいたします。

武田 信平 君
日本でのサッカーシーズンの幕開けは、富士ゼロック
ス・スーパーカップで始まります。これは J リーグチャ
ンピオンと天皇杯チャンピオンが競う大会で、今年は
川崎フロンターレと浦和レッズが戦います。16 日（土）
13 時 35 分から埼玉スタジアムにて行われます。ス
タジアムに行けない方は、地上波での放映もあります
のでテレビ観戦で応援してください。

親睦委員会：横山 芳春 君、石原 安 君
北村先生・山川会員、本日の卓話楽しみです。


