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川崎北ロータリークラブ会報川崎北ロータリークラブ

第2989例会 令和4年9月7日（水）
（本年度第8回）

点　鐘 横山芳春 会長

司会と斉唱 朝山浩 会場監督
松下幸夫 ソングリーダー
　「君が代」並びに「奉仕の理想」

出席報告 戸川俊雄 出席委員
会員数48名 出席28名 欠席20名

（対象外7名） 出席率68.29%

前々回訂正 欠席18名 MAKE UP 4名

（対象外4名） 訂正出席率77.27%

会長報告 横山芳春 会長
1.��理事会報告
①指名委員会の委員選任について
②クラブ事務局のコピー機交換について
③地区大会チャリティーゴルフのご案内
④青森県大雨災害被災地支援へのご協力
⑤今月・来月のプログラムについて
⑥地区補助金事業について
⑦�中原防犯協会への防犯グッズ寄贈協賛依頼について
⑧赤い羽根共同募金へのご協力について
⑨青少年交換学生募集について
⑩前年度の収支報告について

幹事報告 谷口一成 幹事
1.�地区からの来信
�本日はございません。
2.�他クラブ例会臨時変更
●川崎中央 RC� 9 月 19 日（月）　休会
●川崎とどろき RC� 9 月 19 日・26日（月）　休会
●川崎中 RC� 9 月 20 日（火）　休会
●新川崎 RC� 9 月 21 日（水）　休会
●川崎マリーン RC� 9 月 22 日 ･29 日（木）　休会
●川崎麻生 RC� 9 月 23 日 ･30 日（金）　休会
3.��次週 9月 14日（水）は、親睦移動例会です。湯本富
士屋ホテルにて点鐘 18時です。なお、当日ご参加の
折に、
①�ワクチン検査済証（ワクチン 3回以上接種済みで
あること）原本・コピー可

②�本人確認書類（免許証・健康保険証・マイナンバー
カードなど）をお持ちください。

4.�外部卓話予告（9/21）
学校法人成城学園�理事長兼学園長　油井様

委員会報告
峯岸雅宏 親睦委員長
移動例会（9/14）について

半澤剛 社会奉仕委員長
青森県大雨災害被災地支援へのご協力について

野口隆一 前年度会計
前年度の収支報告について

お祝い 丸山久 親睦委員

9 月祝事：おめでとうございます！
●会員誕生日
　谷口一成�会員、帯谷昌充�会員
●配偶者誕生日
　色摩大介�様、妻鹿祐美�様
●結婚記念日
　�甲田博康�会員、川野正久�会員、重田洋一�会員、
加瀬健史�会員
●入会記念日
　石坂想�会員

入会卓話 半澤剛 会員

『戦中、戦後の中で育つ』
父が北支那開発株式会社 2代目総裁�賀屋興宣の運転手
を務めていた関係で、私は 1941 年の 1月 1 日に、中
国の張家口で生まれました。張家口は北京のすぐそば
にあります。その年の 12月に真珠湾攻撃から太平洋戦
争が始まり、1945 年に終戦します。
1947 年、私たち一家は茨城県百里基地跡地の開拓民と
して入植します。当時小学 1年の私は荒れ果てた国土
をよく記憶しております。両親は空けても暮れても畑
を耕し、私は小学 5年になって、どうにか通学ができ
るようになりました。ですが、読み書きに困ることは
ありませんでした。なぜなら、母が教えてくれていた
からです。



そのときの衣食住はというと、衣服は継ぎ接ぎだらけ
で、もとの生地が何かわからない。履物はありません
でした。食事の材料はろくなものではなく、弟と妹の
世話をしながら、毎日、私が 3度の食事の準備をしま
した。住まいは掩体壕。掩体壕はおわかりになりますか。
防空壕は空襲から身を守るものですが、掩体壕は、敵
の襲撃から飛行機を守る横穴状の施設です。私たちは
その中で暮らしていました。
信じてもらえないのですが、高校を卒業する昭和 34年
まで、私は電気のない生活を過ごしました。

『社会人として、郵政省で働く』
高校を卒業後、東京に出た私は臨時補充員として郵政
省食堂に就職します。朝・晩食事付きで、日給は 456
円でした。一生懸命に働いていたところ「浅草の郵便
局で働かないか」と声をかけられました。事務員になり、
月給がもらえるようになりました。働きながら勉強を
し、郵政大学に合格、ついに事務官になりました。
1966 年に結婚。式も挙げることができました。
郵政省での思い出は、郵便番号制度の立ち上げに関わっ
たことです。1968 年、郵便番号制度がスタートし、区
分けの負担が大幅に軽減されました。区分機も導入さ
れ、郵便物を早く届けられるようになりました。
川崎郵便局で副局長を務めたころには、鉄道および高速
道路が全国に整備されていました。そこで、特産品を
全国に送ろうと考えだされたのが『ふるさと小包』です。
上司には「郵便で特産品が届くわけがない」と反対さ
れたが、結果はうまくいきました。一方で、労働組合
から「人権蹂躙」と猛反発を受けました。
川崎港の初代郵便局長時代には、三崎のマグロをシン
ガポールの寿司屋まで、48時間で届けるようダイヤを
組んだことがあります。これも成功しました。
これら功績が評価されてか、2016 年には、瑞宝小綬章
の勲章・勲記を安倍晋三首相（当時）から授与されました。

『ロータリークラブで学ぶ』
最後に、ロータリークラブで学んだことをお話しする
予定でしたが、ちょうど時間となりましたので、また
の機会といたします。ご清聴ありがとうございました。

ニコニコリポート 米山元章 副会場監督
横山芳春 会長、齊木貴 副会長、谷口一成 幹事
今日から 9月の例会です。来週は移動例会を箱根で
行う予定です。また、本日は半澤会員に入会卓話を
お願いしています。少し涼しくなってきましたが、会
員の皆様、体調に気をつけてください。

社会奉仕委員会：半澤剛 君
本日、会員卓話のお時間をいただきました。よろし
くお願いいたします。

川野正久 君
①�半澤さん、どんな卓話を聞かせていただけるのか
な。楽しみです。頑張ってください。
②�先週 4 日に、本年度 RLI Part 1 を開催しました。
大塚副委員長、半澤委員、戸川委員、横山会長、ご
苦労様でした。

プログラム委員会：谷口一成 君
本日は、半澤会員に入会卓話をお願いいたしました。
半澤会員、よろしくお願いいたします。

吉田明宏 君、武田信平 君
先週 27日に Jリーグ第 27節、フロンターレ対鹿島ア
ントラーズが行われ、激闘の末、フロンターレが２対
１で勝利しました。中 3日を置いて、コロナのため延
期になっていたサガン鳥栖戦が行われ、好調な試合運
びで 4対 0の快勝でした。続いて中 2日を置いて、3
日に湘南ベルマーレ戦が行われましたが、湘南は２週
間の休養明け、フロンターレは中 3日、中 2日の連戦。
先制点を挙げたものの動きに精彩を欠き、1対 2の逆
転で敗れました。夏場の連戦は厳しいものがあります。

クラブ会報委員会：大塚正一 委員長、波木井輝昭 委員
本日は会報が 3枚になります。遅れて申し訳ありま
せん。半澤さん、卓話を楽しみにしております。

会員増強（職業分類）委員会：佐久間馨 委員長
半澤さん、入会卓話を楽しみにしています。

ビール同好会：柳澤信夫 君、大部哲也 君、戸川俊雄 君、
洪征治 君、宮崎秀樹 君

風の中に秋を感じるようになってきましたね‼ 今日
は半澤さんの入会卓話。新人にしてベテラン、どの
ような卓話でしょうか。楽しみですね‼

親睦委員会：峯岸雅宏 君、丸山久 君、飯塚光洋 君、
末永直 君

半澤さん、卓話を楽しみにしています。
SAA：朝山浩 君、米山元章 君
①�半澤さん、入会卓話を楽しみにしています。よろ
しくお願いいたします。
②�今年度はニコニコ基金への積み立てが重要な年で
す！会員の皆様、ニコニコへのご協力を SAA 一同
お待ちしております。

本日 累計

ニコニコリポート 23,000円 298,000円
ニコニコボックス 0円 0円




