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RI 会長　　バリー・ラシン
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第2840例会	 平成 31 年 3 月 6 日（水）

点　鐘 佐久間 馨 会長

スマイル体操 豊見山 徹 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

「君が代」「奉仕の理想」

お客様紹介 佐久間 馨 会長
川崎鷺沼 RC 小川 湧三 様
米山奨学生 リーデル・ティモ・マリオ 君

出席報告 戸川 俊雄 出席委員

会員数 57 名 出席 34 名 欠席 23 名
（対象外 6 名） 出席率 66.67%
前々回訂正 欠席 23 名 MAKE UP 7 名

（対象外 8 名） 訂正出席率 82.00%
欠席者
朝山君 波木井君 花田君 星野（博）君 星野（妃）君 
生垣君 石坂君 貝田君 上山君 小林君 
小泉君 柾木君 三平君 峯岸君 溝淵君 
茂木君 根木君 大塚君 関君 世良君 
重田君 色摩君 藁科君

お祝い 横山 芳春 親睦委員
3 月祝事：おめでとうございます !

 ●会員誕生日
甲田 博康 会員　星野 妃世子 会員　茂木 常夫 会員
 ●配偶者誕生日
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　平野 忠博 様
 ●結婚記念日
石井 弘 会員　星野 博 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
 ●年間出席率 100% 以上
宮崎 秀樹 会員

奨学金贈呈 リーデル・ティモ・マリオ 君
佐久間 馨 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。

幹事報告 相良 久征 幹事
1. 地区からの来信

① ロータリー米山記念奨学会より、米山奨学生および 
カウンセラーハンドブックが届きました。
ティモ君と、宮崎カウンセラーにお渡しいたします。

② ロータリーレートのお知らせ
3 月は 2 月から変更なし、1 ドル =110 円

2. 他クラブ例会臨時変更
 ●川崎幸 RC
3 月 29 日（金） 休会
 ●川崎麻生 RC
3 月 29 日（金） 休会
4 月 5 日（金） 16：10 ～麻生川沿道清掃後「とん鈴」
にてお花見例会
4 月 26 日（金） 休会

委員会報告
社会奉仕委員会 妻鹿 琢生 委員長
地区より東日本大震災復興支援 育樹 ･ 植樹 in 岩沼のご案内
日時：5 月 25 日（土）9：10 ～ 16：00
場所： 宮城県岩沼市押分須加原「千年希望の丘」防災盛土 

エリア 8 号から 9 号

創立記念卓話 第 1 弾
岡本 徳彌 会員

私が入会したのは創立 5
年 目 の 昭 和 39 年 で す。 
戦後は、横浜・川崎・横
須賀・鎌倉・小田原に RC
があり、父親は横須賀で
事業をしていたため横須
賀 RC に所属し、初代会長
を務めておりました。昭
和 28 年頃、父親からの指
示で横須賀 RC の資料を家
内と訳す作業をしていた

当時は、まさか自分が RC に入会するなど考えもしませんでした。



めか、人類や日本の社会、家族や周囲の人間にどのような幸
せをもたらすかを考えて仕事をするかの考えかたの違いです。
私は昭和 45 年に創業し、2 年目に RC に入会いたしました。
創業当初は不安定でありましたが、ロータリーの言葉に「最
も奉仕するもの最も報われる」とあるように、職業倫理とい
うものを徹底して実行することが一番の近道であると信じて
きました。私だけでなく、当時の会員全員がこの精神を徹底
しておりました。会員を自宅に招いた会合では、ロータリー
の哲学を勉強する時間を共有することもたびたびありました。
その哲学が当時の私の中に自然と染み込んでいきました。現
在の私の成功法はロータリーで学んだ哲学の賜物だと感じて
おります。

即効性を求める私が、こんなにも長い間 RC に出席する理由
とは、やはり良い友人と巡り合えることです。またそこから
共有される情報が教養となります。このような機会を与えて
くれるロータリーを私は愛しております。今後も貢献してい
けるよう活動してまいります。

ニコニコリポート 松山 直樹 副会場監督
川崎鷺沼 RC 小川 湧三 様

お世話になります。

佐久間 馨 会長、相良 久征 幹事
ティモ君、ようこそ。季節の変わり目で体調が気になる時
期ですが、皆さま、気をつけてお過ごしください。

武田 信平 君
先週 3 日に J リーグ第 2 節、川崎フロンターレ対鹿島アン
トラーズの試合が行われました。先制したもののカウンター
から失点。1 対 1 の引き分けで終わりました。押し込んで
はいるのですが、最後の詰めがうまくいきませんね。新加
入選手とのコンビネーションに時間がかかっているように
見えます。さて、今夜はアジアチャンピオンズリーグの第
1 戦、上海上港との試合が上海にて行われます。大事な初
戦なので勝ってほしいですね。

小澤 秀昭 君
岡本さん、甲田さん、創立記念卓話、楽しみにしております。

松下 幸夫 君、妻鹿 琢生 君
本日は、皆様のご協力のおかげで交通安全ポスター贈呈式
を行う運びとなりました。ご助言・ご指導ありがとうござ
いました。

横山 芳春 君、齊木 貴 君、平野 和枝 君、石原 安 君 
豊見山 徹 君

社会奉仕委員会、妻鹿委員長、本日は交通安全ポスターの
贈呈、おめでとうございます。長い間、研究されましたこと、
敬意を表します。

ビール同好会：戸川 俊雄 君、渡邊 敏久 君、宮崎 秀樹 君 
大部 哲也 君、洪 征治 君、柳澤 信夫 君

大分、春めいてきましたね。気持ちがウキウキします。 
岡本会員、甲田会員、創立記念卓話楽しみです。よろしく
お願いいたします。

海外から帰国してしばらくして事業が落ち着いた頃に、兄が
川崎 RC に所属していたこともあり、川崎北 RC に入会いたし
ました。紹介者は東京で百貨店の婦人服業界で活躍され、後
に 5 代目会長になったチャーターメンバーの足立さんです。
当時、会場は新丸子で、会員数は 40 ～ 50 名でした。中原区
中心でしたが、登戸までが 1 つのエリアであり、その後クラ
ブがどんどん独立していきました。当時、地区の仕事は英語
で行うことも多く、週に一度は横浜の会合に参加しておりま
した。私が入会したての頃は、戦後この地区で初めて、アメ
リカへ行く日本人留学生を選出するプロジェクトがあり、こ
の人選を国際奉仕委員として行いました。当時は神奈川県・
静岡県・山梨県が同じ地区でしたので、面接試験の原案の作
成や地区大会などを行いに、移動することも多かったように
感じます。

川崎北 RC のエリアは日本電気や富士通など大きな企業もあ
りますが、若い起業者が多い、近代的な電子工業の町でした。
同じ都市でも鉄鋼の町 川崎と雰囲気が異なりました。ほとん
どの会員は地元民ではなく他のエリアから起業するために集
まってきたアンビシャスの方ばかりの例会のため、卓話を楽
しみに様々なところでメーキャップをいたしました。これこ
そが RC が世界に広がるわけだと納得いたしました。夜の懇
親会においても、先輩方と大変有意義な時間を過ごしました。
ただし RC は出欠席には大変厳しく、一時期入院した際は院長
先生に許可を取って出席したこともあるほどですが、これも
今では良い思い出となっております。それぐらい必死に出席
率 100% を目指していたものです。

ロータリアン生活を長い間続けるうちに時間のメリハリなど
が自然と身に付き、会社の中でもロータリー方式が大変役立っ
ております。役員を引き受けると煩わしいことも時にはあり
ますが、ガバナーなども経験させていただき、世界各地でロー
タリアンや奨学生などに出会えたことが、私にとって RC で一
番価値のあるものです。

創立記念卓話 第 2 弾
甲田 博康 会員

私が入会したのは昭和 47
年です。本日は入会当初
と現在の違いについてお
伝えしたいと思います。
まず、ロータリーの精神
を勉強しようとする雰囲
気が非常に強かったよう
に思います。ロータリー
とは一つの哲学です。こ
れを学ぶことがいかに重
要かと、教える側も、教

わる側も強く意識していました。具体的にはクラブ協議会が
良い例として挙げられます。以前はクラブ活動をどのように
活用していくか意見を求められることも多く、ときに厳しい
指導もありましたが、ありがたく頂戴したものでした。ロー
タリー精神を徹底して覚えることがいかに有効であるか、ま
た事業に貢献するかを信念を持って取り組んでおりました。
ロータリーの特徴とは職業哲学です。お金を儲けるだけのた


