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第2876例会	 令和 2 年 1 月 15 日（水）
（本年度第 23 回）

点　鐘 朝山 浩 会長
スマイル体操 入来 武久 副会場監督

司会と斉唱 松下 幸夫 副会場監督
山川 哲史 ソングリーダー

「我等の生業」

お客様紹介 峯岸 雅宏 親睦委員
ゲストスピーカー
 松沢 成文 様
地区青少年奉仕委員会 副委員長
 市川 功一 様（川崎中原 RC）
小川 湧三 様（川崎鷺沼 RC）

出席報告 生垣 繁 出席委員

会員数 55 名 出席 34 名 欠席 21 名
（対象外 6 名） 出席率 69.39%
前々回訂正 欠席 18 名 MAKE UP 5 名

（対象外 7 名） 訂正出席率 87.50%
欠席者
クルーズ君 花田君 星野（博）君 星野（妃）君 石坂君 
貝田君 上山君 小林君 柾木君 妻鹿君 
三平君 溝淵君 茂木君 野口（哲）君 帯谷君 
大塚君 関君 世良君 重田君 色摩君 
豊見山君

会長報告 朝山 浩 会長
第 2 グループ会長 ･ 幹事会の報告

幹事報告 野口 隆一 幹事
1. 地区からの来信

① 第 2 弾 RLI（ロータリーリーダーシップ研究会） 
パートⅠ開催のご案内
日時：2 月 24 日（月 ･ 祝）8：30 ～ 17：00
会場：聖光学院中学高等学校
※ 出席対象者 : 会長､ 会長エレクト､ 幹事､ ロータ

リーを一層理解したい方､ 将来有望な若手 ･ 中堅
の会員の方々

②第 50 回ローターアクト年次大会開催のご案内
日時：2 月 23 日（日）13：30 ～ 18：00

会場：ホテル プラム
登録料：7,000 円

③ホノルル国際大会日本人朝食会のご案内
日時：6 月 7 日（日）6：45 ～ 8：15
会場：シェラトン・ワイキキホテル ボールルーム
会費：8,000 円
※参加ご希望の方は、幹事までお知らせ下さい。

④横浜東 RAC より、例会のご案内
日時：1 月 22 日（水）20：00 ～ 21：30
会場：ホテルキャメロットジャパン

2. 他クラブ例会臨時変更
 ●新川崎 RC
1 月 29 日・2 月 19 日（水）　休会
2 月 12 日⇒ 14 日（金）　川崎幸 RC との合同例会
川崎日航ホテル 点鐘 18：00

ご報告
地区青少年奉仕委員会 副委員長
 市川 功一 様（川崎中原 RC）
第 36 回ロータリー青少年指導者養成セミナー（RYLA）
開催のご案内

日時：5 月 2 日（土）～ 4 日（月）2 泊 3 日
会場：高尾の森わくわくビレッジ
※ 18 ～ 30 才までの参加者の推薦をお願いいたします。

卓話
参議院議員 松沢 成文 様

「横浜を拓いた男たち」
【略歴】
・1958 年 4 月 2 日、神奈川県川崎市に生まれる。
・川崎市立生田小学校、慶應義塾中等部、慶應義塾高等

学校を卒業する。
・1977 年 4 月、慶應義塾大学法学部政治学科に入学。 

1980 年より、講談社 HOT DOG PRESS の海外取材員
として、ヨーロッパ、アメリカ、オセアニア諸国を訪
問、執筆活動を展開。

・1982 年 3 月、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。
（財）松下政経塾に、第 3 期生として入塾。

・1984 年、米国ワシントン DC にて、ベバリー・バイ
ロン連邦下院議員のスタッフとして活動。大統領選も
積極的に取材する。



昨年、横浜は開港 160 周年
を迎えました。本日は本格
的な貿易港として横浜が日
本国の近代化に果たした役
割と、それを成し遂げた男
たちをテーマにお話しさせ
ていただきます。

【ペリー提督とハリス総領事】
横 浜 港 が 開 港 さ れ た の は
1859 年 に な り ま す。 横 浜
は川崎ほどの長い歴史はありませんが、江戸幕府とア
メリカとの交渉により開かれた 5 つの港の 1 つであり、
日本で初めて本格的な貿易港として誕生しました。当
時の横浜村は半農半漁で生計を立てる人々が暮らす小
さな村でしたが、幕府は人の往来の激しい神奈川宿を
避け、あえて東海道筋からはずれた横浜村を開港場と
して選びました。横浜港が開かれた経緯ですが、1853
年にアメリカ合衆国のペリー提督が日本に現れたこと
から始まります。来日した理由は 2 つあげられます。

理由①中国（アジア）への貿易路を確保するため
東海岸から西海岸までメキシコとの戦争も終わり、独
立して 100 年足らずの新興国であったアメリカは、香
港、シンガポールなどのアジアを植民地化した列強国
のイギリスやフランスに負けじと、資源のためにサン
フランシスコやロサンゼルスから太平洋を渡り、中国

（アジア）へ進出するためのルートとして、日本の鎖国
を解いて港を開いてもらおうと日本進出を狙ってきま
した。

理由②捕鯨産業のため
当時は今のようにガソリン・灯油などの油はなく、そ
の役割を担っていたのが鯨の油でした。当時のアメリ
カ人の生活に欠かせないエネルギーであり、今では考
えられないほど、太平洋で捕鯨を行っていました。そ
れに伴い、捕鯨船が遭難したときや燃料補給のための
寄港地を確保する目的で、1853 年にペリーが開国交渉
のために浦賀沖に現れました。その翌年に再度ペリー
が横浜に上陸して、日米和親条約を締結し、日本は開
港しました。またこのとき、下田、函館、長崎の 3 つ
も開港となりました。

初代駐日総領事は、タウンゼント・ハリスが任命され
ました。ハリス総領事は商人出身の民間人ですが、ア
メリカの大統領に交渉を重ねて総領事の座を獲得し、
下田に上陸しました。また、ハリス総領事は、下田か
ら江戸へ幾度も足を運び、国を拓くだけでなく貿易を
する必要があることを訴え続け、6 年後に日米修好通商
条約を結びました。函館、新潟、神戸、横浜、長崎の
5 港に外国の船が乗り入れられるようになったという
ニュースは瞬く間に日本中に広がり、その中でも圧倒
的に注目を浴びたのが、江戸から近い横浜港です。長

・1985 年、米国メリーランド州にて、スティーブ・サッ
クス州司法長官のスタッフとして米国の地方自治を実
践研究する。

・1987 年、松下政経塾卒業の後、同年 4 月川崎市麻生
区より神奈川県議会議員に立候補（無所属）、県政史
上最年少議員として初当選。

・1991 年 4 月、2 期目当選。
・1993 年 7 月、神奈川 2 区より新生党公認で衆議院総

選挙に立候補し初当選。
・1996 年 10 月、神奈川 9 区より新進党公認で立候補し

2 期目当選。
・1999 年 1 月、第 1 回民主党代表選挙に菅直人氏の対

抗馬として立候補し、骨太なマニフェストを訴え善戦。
・2000 年 6 月、神奈川 9 区より民主党公認で立候補し

3 期目当選。
・2003 年 2 月、民主党離党。
・2003 年 3 月、神奈川県知事選に立候補（無所属）、

1,040,594 票を獲得し当選。「現地現場主義」をモットー
に日々県政課題の解決に邁進する。

・2007 年 4 月、2,008,335 票という知事選挙史上稀に見
る得票数で再選。多選禁止条例や受動喫煙防止条例の
制定をはじめとする全国初の先進的な取り組みを推
進。2 期 8 年間で自ら掲げたマニフェストの約 8 割を
達成。

・2011 年 3 月、東京都知事選挙への立候補を表明する
も出馬を断念。

・2011 年 4 月、神奈川県知事を退任。
・2011 年 5 月、筑波大学客員教授に就任。
・2011 年 6 月、よしもとクリエイティブ・エージェンシー

入り。文化人枠に所属。
・2012 年 11 月、東京都知事選挙に立候補し、621,278

票を得るが落選。
・2013 年 7 月、神奈川県選挙区よりみんなの党公認で

参議院選挙に立候補し当選。みんなの党国民運動委員
長に就任。

・2014 年 11 月、みんなの党解党。次世代の党に参加。
副党首に就任。

・2014 年 12 月、次世代の党幹事長に就任。
・2015 年 8 月、次世代の党離党。無所属に。
・2017 年 9 月、希望の党結党に参画。
・2018 年 5 月、新生希望の党結党、代表に就任。
・2019 年 5 月、希望の党代表を辞任。同年 6 月希望の

党を離党。
・2019 年 6 月、日本維新の会入党。
・2019 年 7 月、神奈川県選挙区より日本維新の会公認

で参議院選挙に立候補し、再選を果たす。
現在、参議院議員。文教科学委員会、消費者問題に関
する特別委員会、憲法審査会に所属。
他に、一般社団法人首都圏政策研究所代表理事、一般
社団法人スモークフリージャパン代表理事など。



い間鎖国で封建政治だった日本は、今の感覚で例える
と、まるで北朝鮮の中にシンガポールのような自由貿易
が始まるようであり、日本にとってセンセーショナルな
出来事でした。また日本からだけでなく、欧米またはシ
ナから眠れる大国 日本で一旗上げようと大勢の人が集
まりました。その結果様々な人々が、色々な事業を起こ
し、横浜の貿易港としての日本経済を作り出しました。
つまり文明開化のほとんどのものが、江戸や大阪では
なく、この横浜で始まりました。昨年盛大な盛り上が
りを見せたラグビーや、サッカーのイギリス系のスポー
ツ、西洋建築、金融業、保険業、私たちに馴染みのあ
るカレーライスなども横浜から始まりました。このよ
うに横浜は日本の文明開化を担った都市です。

【ヘボン博士】
日本で使っているヘボン式ローマ字は、ヘボン博士が日
本人が読みやすいようにと研究を重ねて作り上げ、国
際基準を取得しています。また初めて和英辞典を作り
あげました。アメリカの東海岸出身の医師であり、宣
教師でもありました。ヘボン博士は中国でキリスト教
を広めようとしましたが失敗し、その後鎖国の解けた
日本へキリスト教の普及に携わりたいと開港 2 年目に
来日しました。まず西洋医学の診療所を作り、多くの
日本人を相手に無料で施術を行いました。漢方薬でな
い薬を使ったり、手術などで治療することは当時の日
本にとってとても画期的でした。篤姫や福沢 諭吉も彼
の患者の一人でした。

ヘボン博士は、宣教師としてキリスト教の普及活動をこ
こ日本で行いたかったのですが、当時はまだ革命を恐
れる幕府により禁止されていました。そこで、キリス
ト教の普及活動の準備運動の一環として英語と日本語
とで交流ができるようにと「ヘボン塾」を開き、これ
が日本の英語教育のスタートとなりました。英語を使っ
て事業を起こそうと、のちに国際人として有名になる
日本画家：岡倉 天心、明治時代の日本の外交官・政治
家：林 董、三井物産：益田 孝などの大変優秀な若者た
ちが大勢集まりました。また、10 年もの長い時間をか
けて、日本の言葉を研究し、そこに英語を当てはめなが
ら、初めての和英辞典を作成しました。このように医
学を広めて、英語教育に携わり、明治学院のようなミッ
ションスクールをいくつも創りました。さらにヘボン
博士の弟子たちが、フェリス女学院、青山学院、関東
学院などを創りました。そのようなことから、横浜か
ら日本の私学が始まったと言われています。

【原 三溪】
1868 年岐阜県に生まれました。18 歳のとき上京し、現
在の早稲田大学で学んだあと、横浜の生糸商 原 善三郎
の孫娘 屋寿と結婚して婿入りし、1899 年に横浜で一二
を争う生糸売込商「亀屋」の家業を継ぎました。生糸
売込商店と第二銀行の経営権、そして設備二百釜を誇
る渡瀬製糸工場を継承することとなりました。8 年間の

修行の成果として、まず「亀屋原商店」を「原合名会社」
へ改組し、生糸の直輸出のために輸出部を設けました。
生糸商人が商社を作り上げたのです。現在では当たり
前となっている「製販一体」経営の先駆けとなったこ
の改革は、誰も思いつかなかったビジネスモデルを見
事に成功させました。
※ 直輸出とは日本人が直接海外で商品を売りさばく輸

出のこと。

また、原 三溪は日本の美術のパトロンでもあります。
原 三溪自身も美術家であり、日本画家：岡倉 天心の指
導と原 三溪のパトロネージの基、次世代の若手画家た
ちへの支援が積極的に行われました。そこで誕生した
美術家たちが、日本画家：横山 大観、下村 観山、岸田 
劉生です。原 三溪は、岡倉 天心と共に日本美術院創立
しました。また、岡倉 天心は東京芸術大学設立し、日
本美術振興のために日本の美術を作り、世界へ広めて
いきました。

【高島 嘉右衛門】
高島 嘉右衛門は実業家としてとても有名ですが、易者
としても、おそらく日本一有名です。高島 嘉右衛門は
横浜に出てきたばかりの頃、お金にまつわる罪を犯し、
江戸の監獄に入りました。その間に易の本を読みこん
で必死で勉強したそうです。その後、刑を終えた高島 
嘉右衛門は、伊藤 博文や大隈 重信などの政治家が相談
しに横浜に来るほど、易者として大活躍しました。

また高島 嘉右衛門にとって、材木の扱いや普請の請負
は手慣れた仕事でもありました。江戸の平兵衛による
バックアップもあり、この先増えていくであろう外国
人向けの施設や居住にいち早く目を付け、日本の優秀
な大工とイギリスの設計者、通訳らと手を組み、イギ
リス領事官などの西洋建築を造りました。このときの
大工が、のちの清水建設を作った清水 喜助です。この
ようなゼネコンのスタートも横浜から始まりました。

また、明治初期に初めて、ガス灯や灯台などのインフラ
整備の敷設工事を馬車道 本町通に行いました。街に灯
が灯ったことで、犯罪が減り、商売が夜までできるよう
になりました。その他にも、学校系、遊郭に代表される
風俗産業まで実に広範囲にわたる事業に挑戦しました。

【福沢 諭吉】
日本で初めて株式会社の商社を作った人物であり、貿
易商人を育てる必要があることから横浜商法学校を設
立しました。また、貿易のための為替ができる横浜正
金銀行を誕生させ、このように貿易産業のビジネスモ
デルを作りました。

【浅野 総一郎】
川崎の皆様に非常に馴染みのある方です。京浜工業地
帯（鶴見から川崎にかけた大埋め立て地）を国ではなく、
民間資金で作り上げました。浅野 総一郎は、水売りか
ら始め様々な商売を経験をしたのち、新橋との間の鉄



道が前年に開通した直後のめざましい発展を遂げてい
た時期の横浜で、石炭、木炭などのエネルギービジネ
スモデルを作り成功させた人物です。

1884 年には操業停止に追い込まれていた深川の官営の
セメント工場を買い取り、めざましい事業発展を遂げ
ました。その裏には、渋沢 栄一と安田 善次郎の 2 人の
支えがありました。私が明治の財界人の公共工業を引っ
張った人物で魅力を感じるのは、やはり経営者として
の才能のある浅野 総一郎、全体を見るマネジメントの
能力のある渋沢 栄一、金融家としてのマネジメントの
能力のある安田 善次郎です。この 3 者が一体となった
ときものすごい力を発揮しています。

実は、皆様が普段使われる JR 南武線を作ったのも浅野 
総一郎です。JR なので国が作ったように勘違いしがち
ですが、多摩のほうから石灰岩、砂利を運ぶために、浅
野 総一郎により民間資金で作られました。その後戦争
が始まり、国に譲渡することになりました。浅野 総一
郎の埋立地の発想は、他と異なりとても画期的でした。
まずライフラインとなる、上下水道、ガス、電気など
を準備し、電気のためにダムまでも造りました。そし
て中に鉄道を作り、基盤整備を行った上で、企業に進
出するようにとアナウンスする埋め立て事業のおかげ
で、企業側はすぐに事業を始められました。こうして
高度経済成長期に横浜、東京の産業が、ぐんと発展し
ていきました。

委員会報告
1 月 8 日（水）地区ポリオプラス委員会
柳澤 信夫 会員
皆様ご承知の通り、ポリオは脊髄性小児麻痺です。日
本ではワクチンも接種されており、ほとんど絶滅した
感染症といわれています。しかしながら、国際的にみ
ますと、残念ながらパキスタン、カンボジア、フィリ
ピン、ナイジェリアのように、まだ絶滅していない国
がいくつかあります。以前ポリオについての卓話があ
りましたが、ポリオは年齢が上がると共に筋力の低下
が目立ってきます。現在は自然の中にある野生種のポ
リオ以外に、ワクチンの副作用という形でポリオが発
症してしまう難しい現状があります。基本的には、野
生種のポリオをどのように撲滅するかが大きな課題と
なっています。パキスタンでは、2019 年 1 ～ 11 月に
かけて 86 例の野生種のポリオが発生しました。それに
伴い、ワクチンなどを投与して予防する必要がある国だ
と判断いたしました。続いて、アフガニスタンでは 21
例が発生しました。ロータリークラブといたしまして
は、撲滅のために 1 年に世界で 5,000 万ドルもの高い
基金を募集し、世界保健機関（WHO）やユニセフを通
じて間接的にサポートしています。川崎北 RC では、ポ
リオに対する寄付が積極的に行われていますが、2590
地区のうち 3 クラブは基金に参加していません。その

ような状況の中で、これからどのように活動していく
かが大きな課題となっています。

私個人の考えとしては、少なくとも野生種が存在する
発展途上国への補助は不可欠だと考えています。ロー
タリー財団は長年にわたり貢献しており、次年度につ
きましてもポリオの寄付をお願いさせていただきたい
と思います。

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会 副委員長
市川 功一 様（川崎中原 RC）

いつもお世話になっております。本日は RYLA プログ
ラムの PR に伺いました。よろしくお願いいたします。

小川 湧三 様（川崎鷺沼 RC）
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお
願いいたします。

朝山 浩 会長、戸川 俊雄 副会長、野口 隆一 幹事、
入来 武久 60 周年実行委員長

本日は、参議院議員 松沢 成文 様による卓話です。よろ
しくお願いいたします。60 周年記念式典当日まで 2 か
月を切りました。皆様ご協力よろしくお願いいたします。

野口 隆一 幹事
戸川 副会長、昨日の会長幹事会に代理出席ありがと
うございます。ご迷惑おかけしました。

プログラム委員会：谷口 一成 君
参議院議員 松沢 成文 様、本日の卓話よろしくお願いい
たします。「横浜を拓いた男たち」楽しみにしております。

松波 登 君、齊木 貴 君
参議院議員 松沢 成文 様、卓話楽しみにしております。

SAA：横山 芳春 君、松下 幸夫 君
参議院議員 松沢 成文 様、卓話楽しみにしております。

武田 信平 君
11 日（土）に昭和音楽大学において、フロンターレの
新体制発表が行われました。新入団選手は 9 人で、う
ちルーキーが 5 人、4 人が他球団からの獲得です。ルー
キーの三苫 選手と宮城 選手はフロンターレの U18 出
身です。鬼木 監督は会見の中で、リーグ戦のタイト
ル奪還を優先にして、複数のタイトルの獲得を狙いた
いと語りました。実現できるように応援していきたい
と思います。

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、大部 哲也 君、洪 征治 君、柳澤 信夫 君、
武田 信平 君

皆さん、ビール同好会は元気ですよ。渡邊 先生は今
年 89 歳ですが、今月早くも 2 ラウンドをこなした
そうです。生垣 さんも体が順調で元気ハツラツです。
今年もビール同好会、がんばるぞー！！参議院議員 
松沢 成文 様、横浜の話、とても楽しみです。


