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川崎北ロータリークラブ会報

第2928例会	 令和 3年 3月 31日（水）
（本年度第 24回）　ハイブリッド 3回

点　鐘 松山 直樹 会長

司会と斉唱 朝山 浩 副会場監督
「日も風も星も」

出席報告

会員数 47名 出席 47名 欠席 0名

（対象外 0名） 出席率 100%

お客様紹介 松山 直樹 会長
小川 湧三 様（川崎鷺沼 RC）

会長報告 松山 直樹 会長
1.		地区より、2020-21 年度地区大会	大会決議の承認手続きの
お願い状と大会決議が届きました。
今回は選挙人による投票議案はなく、全議案が全員投票と
なりますので、クラブ例会等にて承認手続きを取り、4月
16日までに結果を報告とのことです。
2.		地区より、米山記念奨学生受け入れにあたり「2021 学年度
の業務委託に係る覚書」の提出依頼がきています。
会長と会長エレクトの署名を付して提出させていただきます。
3.	3 月 14 日 RLI パートⅡご出席の方に、修了書が届きました。
松山	直樹	会員、谷口	一成	会員

幹事報告 谷口 一成 幹事
1.	地区からの来信（再度ご案内）
①		「2021-22 年度	地区研修 ･協議会	動画視聴による参加方
法について」ご案内
※松下	次年度幹事より対象の方にご案内状送信済み
第 2590 地区 HP（https://rid2590.jp）にアクセスし、
手順に従って、報告書の提出をお願いいたします。
動画配信期間：	3 月 28 日（日）0：00～ 4月 28日（水）	

23：59
対象者：峯岸	次年度会長 , 松下	次年度幹事 , 米山	クラブ
奉仕委員長 , 朝山	会員増強委員長 , 相良	広報担当委員長 ,
藁科	R 財団委員長 , 佐久間	社会奉仕委員長 , 豊見山	国際
奉仕委員長 , 戸川	青少年奉仕委員長 , 横山	米山記念奨学
委員長 , 末永	職業奉仕委員長 , 野口	研修委員長 , 新会員：
松田	会員　以上 13名

②		オンライン RLI パートⅢ開催のご案内（再度）
日時：4月 18日（日）9：00～ 17：00
オンラインで少人数のディスカッション形式

2.	他クラブ例会臨時変更
	●川崎高津 RC
4 月 8日（木）　休会
4月 22日（木）　夜間例会　点鐘 18：00

	●川崎鷺沼 RC
4 月 7日（水）～　例会再開
4月 14日・21日（水）　夜間例会を昼例会に変更
4月 28日（水）　休会
	●川崎とどろき RC
4 月 12日 ･26 日（月）　休会
4月 19日（月）　移動例会　安楽寺　点鐘 12：30
	●川崎高津南 RC
4 月 12日⇒ 17日（土）　移動例会　献血活動
4月 19日（月）　第 3週につき例会なし
4月 26日⇒ 5月 1日（土）　地区大会参加（映像視聴）
5月 17日・31日（月）　第 3週・第 5週につき例会なし
	●川崎 RC
4月 22日（木）　創立 70周年記念例会 15：00～ 17：00
	●川崎中 RC
4 月 27日（火）　休会
	●川崎西 RC
4 月 30日（金）　休会

創立記念卓話 甲田 博康 会員
私は昭和 47 年に入会したため、昭和
35 年の当クラブ創立当初のことは、詳
しくありません。当クラブ創立から約
30 年後に私が会長就任するまでの間、
本日例会に出席されている方々は、まだ
ほとんどの方が入会されていなかったと
思いますので、本日は私が入会してから

会長に就任するまでの期間を、創立当初のこととしてお話し
させていただきます。

当クラブは昭和 35年 3月 2日に創立総会が行われました。川
崎クラブが親クラブとなり、川崎北と川崎南の 2つのクラブ
が同時に創立されました。発足時は、特別代表として川崎クラ
ブのタンガロイの社長にサポートしていただき、当時の川崎ク
ラブ会長の笹部さんにもご指導いただきました。初代会長は関
東労災病院院長の水町さんで、2代目会長も務めました。3代
目会長は、私が入会後まもなくお辞めになったのであまり記憶
はありません。4代目に足立さんが会長となりました。かなり
厳しい方でしたが、足立さんが退会されるまでの 15年間大変
多くのことを学ばせていただきました。チャーターメンバーは
25名で、製造業者の方、お医者さんが多く所属していました。
玉川ゴルフクラブのクラブハウスで第 1回総会が開催され、2
～ 3年続きました。それ以降は横浜銀行の会議室、小杉会館、
ホテル	ザ・エルシィのレストランで例会が開かれるようにな
りました。当時の川崎は工業都市です。大企業の工場の下請け
的な製造業が武蔵小杉の中心で数多く創業し、その方々が当ク
ラブの中心メンバーとなりました。



商売なので、ロータリーの精神に合わず、結果このビジネス
は失敗に終わりました。このような教育が創立当初は徹底的
にされていたように感じます。ロータリーの活動は大変時間
を要しますが、半分は自分の成長のためのものになります。

会長のお言葉 松山 直樹 会長
本日のお話に共感できる諸先輩方がとてもにこやかな表情で聞
けるということが素晴らしいですね。当時の活動を一生懸命行
い、苦労を共に乗り越えた証だと思います。私たちも現在の仲
間と 10年後、20年後に今日の先輩方と同じように共感し、懐
かしいと思えるよう活動していきたいですね。甲田さんに教え
ていただいたことを、今後の運営に生かしていきましょう。

ニコニコリポート 末永 直 副会場監督
小川 湧三 様（川崎鷺沼 RC）
おせわになります。

松山 直樹 会長、洪 征治 副会長、谷口 一成 幹事
本日は甲田会員の創立記念卓話をお願いしております。本
来は、3月 3日に行う予定でしたが、当時はオンライン例
会を行っていた都合で本日に延期になっています。甲田会
員、よろしくお願いいたします。

柳澤 信夫 君
先週の例会では、3 月 21 日に NHK で放映された「東京
地下鉄サリン事件」における私の役割や映像を紹介してい
ただきありがとうございました。これは危機管理のために、
大型事件の事故について当時の記録の保存を目的として、
最近スタートした厚生労働省の特別研究に沿ったものです
が、あのような事件が思い出に留まり、再び起こらないよ
うにと願っております。

若林 潤 君、野口 哲志 君、小澤 秀昭 君
甲田さん、卓話楽しみにしています。

武田 信平 君
先週、今週はサッカーの国際試合週間でした。フル代表は 25
日に韓国と戦い、3対 0で勝利しました。フロンターレから
選出された山根選手が初出場で先制点を決める大活躍でした。
昨日はワールドカップ予選のモンゴル戦を戦い、14対 0の大
差で勝利しました。U-24 は、26 日にアルゼンチンとの第一
戦を戦いましたが、相手に圧倒され 0対 1で敗れました。続
く 29 日に行われた第 2戦では、フロンターレから選出され
た田中（碧）選手、フロンターレ U-18 出身の板倉選手がダ
ブルボランチとして活躍し 3対 0で勝利しました。板倉選手
は 2点を奪う大活躍でした。
松波 登 君、大塚 正一 君
たった今、春の選抜の準決勝で東海大相模が天理に 2対 0
で勝ちました。明日 12時半から決勝戦です。

ビール同好会：戸川 俊雄 君、生垣 繁 君、宮崎 秀樹 君、
大部 哲也 君、洪 征治 君、柳澤 信夫 君、川野 正久 君、
松下 幸夫 君、豊見山 徹 君
桜も散り、新緑の季節になろうとしています。今日は甲田
会員の創立記念卓話です。楽しみにしています！！

SAA：朝山 浩 君、齊木 貴 君、末永 直 君
甲田会員、創立記念卓話楽しみにしています！！よろしく
お願いいたします。

実は私は昭和 47年 10 月に入会する前から、ロータリーに接
触するチャンスが多くありました。昭和 38年に石川島播磨重
工業から派遣され、1年近くミシガン大学のMBAコースに出
向しました。当時のロータリーは成長期で勢いがあり、大学
のカリキュラムでデトロイトのロータリークラブに 3回程訪
問しました。訪問先は他の市からも一目置かれていた地区の
職業の代表者が集まったクラブであり、プレステージが高く、
見識のある方々からロータリーのお話を聞くができました。

帰国後、会計士になるために約 2年横浜計算センターで勉強
しました。当時、横浜西 RC 所属の横浜計算センター社長が
「ロータリーを休む訳にはいかない。ロータリーが第一だ。」
と毎回必ず例会に出席しているのをみていて、ロータリーは
尊いものだと感じました。また、アメリカでのロータリーと
の出会いもあり、ロータリーについて学んでみたいと考える
ようになりました。

私は昭和 43年に会計事務所から独立し、45年に今の東計電
算を創業しました。当時の大事なお客様は、当クラブの古い
メンバー、ホテル	ザ・エルシィの社長であり、私のロータリー
入会の推薦人でした。会長の毛利さんが「入会当初、本業の
医者の仕事よりもロータリーの活動のほうが大変だった」と
おっしゃっていたようにロータリー活動は当時活発で、私も
地区大会の幹事を務めた際には、地区大会に出席する 52クラ
ブ全てを回って大会が無事運営されるよう手配したりと、も
のすごく忙しかったです。創業して事業が忙しい中、ときに
は週末も活用して川崎市外のクラブまでメーキャップするな
ど、会長になるまでの 21 年間は自分の時間の 1割はロータ
リーの活動に費やしました。

当時、谷口さんのお父さんからリーダーシップについて助言
をいただいたことがありました。「客先で失敗して責任を取ら
されるかもしれないし、お客様を落とすかもしれない」と相
談したところ「それがチャンスだ。その仕事をカバーすれば
発展の基になる。」と助言をもらいました。その言葉を信じて
一生懸命やった結果、そのお客様が我が社において一番のお
客様です。

また、私は自宅を建てる際に創業間もないため会社の費用で
落として欲しいと市川さんに頼んだところ、すんなりとは受
け入れてもらえず止めたのですが、それが良かったのです。
そんなことをやっていたら会社が発展しない、成長しないと
教えていただきました。

当時のロータリー活動は情報活動が一番多かったように感じ
ます。「職業とは協業の奉仕だ。奉仕の気持ちをもって職業を
やらなければ、だめだ。」ということがよく分かりました。終
戦後 30年は川崎でも闇屋が多く、それから製造業、流通業が
栄え、一定の職業倫理をわきまえた方々が成長してきました。
闇屋的な人の迷惑を考えず、法令無視の考えかたで動くよう
な企業はだんだん淘汰されました。ロータリーには「みんな
に役立つ仕事をすることが職業だ。」というテーゼがあります。
また、第 2テーゼとして「最もよく奉仕する者、最も多く報
いられる」というのがあります。これは私の人生観にも当て
はまり、会社を創業して 50年経ちますが、人を騙すなどといっ
た行為は一度も行っていません。ロータリーの精神において、
それは受け入れられず、客先のためになる商売を行わないと
成功しないのです。私は創業 15年目にパチンコ屋を始めまし
たが、パチンコ屋は「お客様が損して自分が儲ける」という


