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9月 米証券会社リーマン・ブラザー
ズが経営破綻

11月 米大統領選、オバマが当選（非
白人初）

12 月 イスラエルがガザ地区全土に空
爆を開始

2 月 中国産餃子から高濃度の有毒
成分検出

5月 暫定税率復活、ガソリン価格
が大幅上昇

6月 秋葉原の歩行者天国に通り魔

2 月 中国の建設中ビル、打上花火で
全焼

6月 ＷＨＯ、新型インフルのパンデ
ミックを宣言

10月 米オバマ大統領、ノーベル平和
賞受賞

5月 裁判員制度施行
7月 日本各地で皆既日食を観測
9月 鳩山内閣発足

ロータリーの未来は、
あなたの手の中に…

地域を育み、大陸をつなぐ…
One for All All for One.

Ti Amo

EXILE

Someday

EXILE

Ⓒ2010 川崎北ロータリークラブ

3月12日 第 4 回ヴァヌアツ国際
奉仕団、ヴァヌアツ共和国ポー
トビラ市の国立中央病院を訪問。
医療機器や川崎中原 RCより頂い
たベットシーツなどを贈呈する
（～ 3月 18 日）

5月16日 AED（自動体外式除細動
器）を中原警察署に寄贈

7月23日 清水良夫ガバナー公式
訪問

8月 6日 岩手・宮城内陸地震（6
月 14 日発生）災害に対して義援
金を送る

10月10日 マレーシア視察ツアー。
会員・家族総勢 28 名でクアラル
ンプール、ペナン島を訪問（～
10月 14 日）
11月5日 川崎市消防局に救急指
導用マンガ「心肺蘇生と AED の
使いかた」1万部と記念盾を贈呈

4月1日 屋形船「品川・船清」　
夜間例会

4月 6日 中原警察署で剣道を習
う中原道場の子供たちに、練習
機具である打込台を寄贈

7月22日 野坂定ガバナー公式訪問

9月16日 北朝鮮拉致被害者家族、
台湾台風被害（8 月 7 日発生）、
兵庫県豪雨被害（8月 11 日発生）
に対して支援金を送る

9月21日 長野朝日放送主催のラ
オス・スニーカー・キャンペー
ンに協力する為、スニーカーな
どを 72 足を送る

10月23日 創立 50 周年記念旅行。
九州（五島・雲仙）を訪れる（～
10 月 25 日）

1月17日 川野ガバナーエレクト、
国際協議会に参加のため、米国サ
ンディエゴへ出発（～ 1月 26 日）

2 月10日 ハイチ地震（1 月 13 日
発生）災害に対して支援金を送る

2 月27日 当クラブがホストクラブ
となり、IMを開催（於 慶応義塾大学）

3月13日 武蔵小杉新駅開通イベ
ントにおいて、当クラブ制作の
冊子「危険がいっぱいそのマ
ナー」を配布
3月28日 「危険がいっぱいそのマ
ナー」冊子（12,000 部）を中原
警察署に寄贈

4月7日 創立 50 周年記念式典を
開催（於　川崎日航ホテル）
川崎北 RC 50 年史（本誌）を発行

7月1日 当クラブの川野正久会
員が、第 2590 地区 2010-11 年度
ガバナーに就任

会長： 小澤　秀昭

幹事： 入来　武久

会長： 武田　信平

幹事： 大塚　正一

会長：貝田　洋

幹事： 米山　元章

2008(平成20年) 2009(平成21年) 2010(平成22年)

クラブバナー

承認状

そのとき、日本は

そのとき、世界は

日本レコード大賞
（1959年、第1回は

「黒い花びら」水原 弘）
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3月 南ア人種差別反対運動で死者
69 人

5月 チリで大地震。日本にも津波被害
12 月 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）

憲章調印

6月 日米新安保条約の調印
7月 池田内閣誕生
9月 ＮＨＫなど６局がカラーテレ

ビの本放送を開始

3月 アルジェリア民族解放戦争停戦
8月 マリリン・モンロー、謎の死を

とげる
10月 米、キューバ海上封鎖を声明

1月 ジョン・Ｆ・ケネディ、米大統
領に就任

4月 ソ連、初の有人宇宙飛行に成功
8月 東独、亡命防止のため「ベルリ

ンの壁」構築

2 月 東京都の推計人口が 1,000 万人
突破

7月 植木等主演の「ニッポン無責
任時代」封切

8月 堀江謙一氏、小型ヨットで太
平洋横断に成功

2 月 大和銀行、住宅ローンの融資
を始める

4月 国民年金保険料の初の徴収が
全国で始まる

9月 大鵬と柏戸の横綱同時昇進が
決定

誰よりも君を愛す

松尾和子 /和田弘とマヒナスターズ

いつでも夢を

橋　幸夫 /吉永小百合

君恋し

フランク永井

8月1日 湯浅恭三ガバナー公式訪
問

9月5日 例会場を、横浜銀行武蔵
小杉支店に変更

11月12日 東京シティー・ミーティ
ング開催（於　ホテル・オークラ） 
RI 会長ラハリー氏参加

3月29日 田誠ガバナー公式訪問

5月28日 第 52 回国際ロータリー
年次大会開催（於　東京晴海）
開会式には天皇、皇后両陛下を
お迎えする。池田首相が挨拶。
当クラブはオーストラリア、
ニュージーランドの会員 30 名を
大森小町園に招待

7月1日 地区編成変更により、第
358 地区所属となる（東京・神奈
川・千葉・山梨）

9月20日 中村米平ガバナー公式訪問

11月29日 家族親睦会（影向寺、川
崎国際カントリークラブ、川崎水
源地を見学後、登戸・紀伊国屋に
て夕食）

3月2日 創立記念総会を開催
（於　玉川ゴルフ・クラブ）

4月28日 国際ロータリーへの加
盟が承認される（RI 355 地区）

5月 4日 第 1 回例会を開催
（於　玉川ゴルフ・クラブ）

5月 4日 クラブバナーの図案を
昼間政道氏（川崎 RC）に依頼

5月 6日 川崎南 RC が国際ロータ
リーに加盟を承認される

6月22日 第 1 回家族例会を開催
（於　中原図書館）

6月30日 承認状伝達式（チャー
ターナイト）川崎北 RC・川崎南
RC合同式典開催（於 川崎会館）

8月3日 例会場を川崎駅ビル交通
会館食堂に変更

9月20日 国際ロータリー第 350、
352、355、360 地区合同年次大
会（東京）に参加

会長： 水町　四郎

幹事： 小林　英男

会長： 水町　四郎

幹事： 毛利　敦雄

1961(昭和36年) 1962(昭和37年)1960(昭和35年)
会長： 佐伯　福夫

幹事： 岩田　泰正
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8月 米英ソ、部分的核実験停止条約
に調印

8月 反人種差別のワシントン大行進が
行われる

11月 ジョン・Ｆ・ケネディ米大統領
暗殺

2 月 トヨタ自販、初のマイカー・
ローンを実施

2 月 熊本大、チッソ工場内の泥か
ら水銀検出を発表

6月 米音楽誌で坂本九「スキヤキ」
が１位

3月 ブラジルでクーデター発生、軍事
政権始まる

8月 米軍機、トンキン湾の北ベトナム
基地を爆撃

10月 ソ連共産党、フルシチョフ解任
を発表

4月 １人年間 500 ドル以内で、海
外旅行自由化

10月 東海道新幹線開通
10月 東京オリンピック開幕

3月 ソ連のボスホート２号、宇宙遊
泳に成功

5月 カンボジア、米との国交を断絶
9月 インドとパキスタンが武力衝突

（23 日停戦）

6月 日韓基本条約調印、両国で反
対デモ多発

7月 名神高速道路、全線（小牧 - 西
宮間）開通

10月 朝永振一郎氏、
ノーベル物理学賞受賞

こんにちは赤ちゃん

梓みちよ

愛と死をみつめて

青山和子

柔

美空ひばり

3月5日 家族親睦会　新国劇を
観劇

3月28日 当クラブの交換留学生・
馬越竜太郎君オーストラリアよ
り帰国

7月1日 地区編成変更により、
第 359 地区所属となる（神奈川・
静岡・山梨）

10月中旬 水町四郎会員、鈴木克
也会員、オリンピック委員とし
て活躍

10月28日 笹部誠ガバナー公式訪問

12 月2日 横浜訓盲学校の生徒たち
を例会に招待

1月19日 インターシティ・ジェ
ネラル・フォーラム（I.G.F.：現在
の IM）開催（於　川崎商工会議所）
ホストクラブ：川崎北 RC・川崎
南 RC

7月24日 永沼政久ガバナー公式
訪問

9月11日 ブ ラ ジル Ponta Grossa 
RC と姉妹クラブ締結

11月12日 東京シティー・ミーティ
ング開催（於 帝国ホテル） RI 会
長ミラー氏参加

3月2日 創立 5周年記念式典を開催
（於　小杉会館）
特別講演：小汀利得氏
「現在の経済環境と今後の経済」

3月7日 カリタス学園長リタ・デ・
ジヤエンヌ先生に感謝状を贈る

6月 6日 川崎市内優良高校生を表
彰

8月18日 川崎久末の灰津波（6月
26 日発生）災害への義援金贈呈
および救出作業関係者の表彰

11月17日 鱸正太郎ガバナー公式訪
問

12 月 4日 川崎西ロータリークラブ
創立

会長： 山口　亨

幹事： 東生　孝重

会長： 足立　三治

幹事： 馬越　憲一

会長： 鈴木　巌

幹事： 長島　利男

1965(昭和40年)1963(昭和38年) 1964(昭和39年)
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1月 インド首相にインディラ・ガン
ジー選出

4月 ソ連で書記長制復活。ブレジネ
フが就任

5月 米、ベトナム戦争介入後最大規
模の北爆

2 月 全日空機が羽田沖に墜落
6月 ザ・ビートルズ来日。熱狂す

るファン
9月 世界最大のタンカー「出光丸」

進水

6月 中国、水爆実験成功で四番目の
保有国に

7月 欧州共同体（ＥＣ）結成
8月 東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡ

Ｎ）結成

4月 岡山大の小林教授、イタイイ
タイ病の原因発表

7月 タカラ、「リカちゃん人形」を
発売

10月 川端康成、ノーベル文学賞受賞

霧氷

橋 幸夫

ブルー・シャトウ

ジャッキー吉川とブルーコメッツ

4月 マーチン・ルーサー・キング牧師
暗殺

6月 米大統領候補、Ｒ・ケネディ暗殺
11月 米大統領選挙、共和党ニクソン

が当選

2 月 成田空港反対同盟、成田市で
警官隊と衝突

4月 初の超高層ビル、霞ヶ関ビル
開業

12 月 東京都府中市で３億円強奪事件

天使の誘惑

黛ジュン

7月1日 財団法人ロータリー米山
記念奨学会が発足

11月 8日 大沢伊三郎ガバナー公式
訪問

6月22日 高校生懸賞作文表彰式を
行う

7月1日 国際ロータリー理事会が
「世界社会奉仕」という新しい概
念を決議し、世界奉仕委員会が設
置される

7月19日 クラブ協議会　（於　丸
子荘）　白山ガバナーを迎えて

7月20日 白山源三郎ガバナー公式
訪問

12 月21日 500 人目のビジター・
昼間政道氏（川崎 RC）を迎える

3月20日 家族親睦会　新国劇を
観劇

4月17日 第 400 回例会開催

6月12日 地区協議会（於　沼津）

7月1日 東ヶ崎潔氏（東京 RC）
RI 会長に就任（日本人初）

10月2日 当クラブの医師会員に
よる全会員の健康診断を実施

10月 9日 前年度地区内出席率第 1
位のお祝い

11月20日 箕浦多一ガバナー公式
訪問

会長： 小林　英男

幹事： 昼間　進

会長： 藤原　忠喜

幹事： 市川　清

会長： 松原　秀耕

幹事： 高橋　貞次

1966(昭和41年) 1967(昭和42年) 1968(昭和43年)
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2 月 パレスチナ解放機構議長にアラ
ファト選出

3月 ジョン・レノンとオノ・ヨーコ
が結婚

7月 アポロ 11 号、人類史上初めて
月面に着陸

1月 東大で安田講堂攻防戦
6月 経企庁、日本のＧＮＰは世界

第２位と発表
8月 「男はつらいよ」シリーズ第１作、

封切

4月 アポロ 13 号発射（事故後 12 月
17 日に生還）

9月 パレスチナ・ゲリラ、欧州で連
続ハイジャック

12 月 ＯＰＥＣ、原油価格の全面値上
げを発表

3月 大阪・千里で日本万国博覧会
開会

3月 赤軍派、日航機「よど号」を
ハイジャック

11月 三島由紀夫、自衛隊市谷駐屯
地で割腹自殺

2 月 英ロールス・ロイス社が倒産
8月 米、金とドルの一時交換停止を

発表
10月 国連総会、中国の国連参加を決議

6月 沖縄返還協定調印
7月 マクドナルド１号店、銀座・

三越に開店
9月 日清食品、「カップヌードル」

を発売

いいじゃないの幸せならば

佐良直美

今日でお別れ

菅原洋一

また逢う日まで

尾崎紀世彦

3月2日 創立 10 周年記念式典を
開催（於　小杉会館）
特別講演 ：谷川徹三氏「世界の中の日本」
中原警察署に広報車を寄贈（創
立 10 周年記念事業）

6月3日 当クラブの医師会員に
よる全会員の第 2 回目の健康診
断を実施

6月17日 中原警察署にワイヤレ
ス拡声装置を贈呈

9月16日 入江直裕ガバナー公式訪問

10月14日 地区大会（於 藤沢市民
会館）皇太子殿下のご臨席を賜る。
出席優秀クラブとして表彰され
る（第七位）

10月20日 米山梅吉氏はじめ先人
の努力により創立された東京 RC
の創立 50 周年記念日

12 月29日 小杉駅前歩道橋に「交
通ルールを守りましょう」とい
う標語を掲揚

6月11日 中原消防署にフィルム
を寄贈

8月20日 上野泰ガバナー公式訪問

8月27日 技術オリンピック入賞
者・今井春夫氏にお祝いを贈呈

11月26日 ４クラブ合同 *社会奉仕
活動：川崎の肢体不自由児父母会・
長田畑円慈氏に金一封を贈る

12 月16日 ４クラブ合同国際奉仕
活動：コンゴ国ルマンバシのヌ
ゴイエ・ライ療養院に、1年分（65
名分）の医薬品を贈呈（於　川
崎南 RC）

* 4 クラブ：川崎 RC 、川崎北 RC、
川崎南 RC、川崎西 RC

6月 6日 地区協議会（於 洗足学園）
当クラブがホストクラブとなり開
催。当クラブ全会員の夫人が出席

10月13日 武蔵小杉駅前の PR 塔を
撤去

10月20日 川崎北 RC と川崎西 RC
の合同例会を開催

12 月 8日 田中忠雄ガバナー公式訪問

会長： 谷口　正彦

幹事： 堀越　登

会長： 津田　進

幹事： 川合　信帆

会長： 三木　齊

幹事： 岡本　徳彌

1971(昭和46年)1969(昭和44年) 1970(昭和45年)
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4月 米軍、北ベトナムへの全面爆撃
を再開

5月 日本赤軍、イスラエルの空港で
銃乱射

9月 ミュンヘンの五輪村にパレスチ
ナ・ゲリラ侵入

2 月 連合赤軍、軽井沢町の「浅間
山荘」に籠城

9月 日中国交回復
11月 列島改造ブームで大都市の地

価急騰と新聞に

4月 米ウォーターゲート事件で司法
長官らが辞任

6月 米ソ、核戦争防止協定に調印
10月 第４次中東戦争勃発

2 月 円の「変動相場制」移行を実施
10月 読売ジャイアンツ、Ｖ９達成
11月 対日原油価格 30％値上げ（第

一次石油危機）

喝采

ちあきなおみ

夜空

五木ひろし

3月 「ユリ・ゲラーの超能力」放映
で反響電話殺到

5月 セブン・イレブン１号店、江東

区に開店

10月 長嶋茂雄引退。「巨人軍は永久に
不滅です」

2月 ソ連、作家ソルジェーニツィン
を国外追放

9月 米紙、ＣＩＡがチリのクーデ
ターを支援と暴露

10月 アリ、７年ぶりに世界ヘビー級
王座奪還

襟裳岬

森　進一

2 月7日 ニカラグアのマナグア地
震（1972 年 12 月 23 日発生）災
害に義援金を送る

2 月24日 川崎北 RC 第 1 回ボーリ
ング大会を開催

3月14日 善行児童（中原小学校 6
年生、2名）に表彰状を贈る

5月2日 当クラブの医師会員によ
る全会員の健康診断を実施

7月25日 国際ロータリー第 359 地
区が分割される。神奈川県が第
359 地区となる

8月18日 川崎北 RC・川崎中 RC対
抗　第１回ボーリング大会を開催

9月20日 川崎市心身障害者セン
ターの生徒・職員を招待して、川
崎北 RC・川崎西 RC共催ボーリン
グ大会を開催（生徒 80 名、職員
32 名参加）

11月5日 今井友之助ガバナー公式
訪問

11月21日 川崎北ローターアクトクラ
ブ結成集会を開催（於 小杉レック）

2 月18日 川崎北 RC と川崎西 RC の
合同例会を開催

4月5日 当クラブの医師会員による
全会員の健康診断を実施

7月15日 川崎中ロータリークラブ創立

9月2日 市内交通遺児を川崎球場
の「大洋対中日」戦に招待（市内
ロータリークラブ合同事業）

9月27日 京都乙訓 RC の会長・幹
事来訪。川崎市の史蹟と天然記念
物の森に「友情の竹」を植樹、ま
んが寺（常楽寺）にて記念碑（6
月 14 日建立）の除幕式を行う

10月11日 石川吉ガバナー公式訪問

10月28日 地区大会（於 いさご会館）
当クラブはコ・ホストクラブを務
める。前年度出席率第9位のバナー
を受ける

2 月21日 中原工場協会との親睦
ボーリング大会を開催（川崎北
RC、川崎中 RC共催）

5月 8日 当クラブの医師会員に
よる全会員の健康診断を実施

6月1日 川崎北ローターアクト
クラブの認証状伝達式を開催
（於　小杉会館）
中原市民会館落成記念に記念品
を贈呈（彫刻・若い女）

7月24日 山田宗徧ガバナー公式訪問

10月 9日 鷲ヶ峰老人ホームに成
人用オムツを寄贈
狛江市への災害見舞金を、狛江
RCを通じて送る

12 月11日 川崎市心身障害者セン
ターの生徒・職員を招待して、
第２回目の招待ボーリング大会
を開催（川崎北 RC・川崎西 RC・
川崎中RC共催、川崎北RAC協賛、
生徒・職員合計 107 名参加）

会長： 毛利　敦雄

幹事： 斎木　幸男

会長： 木所　栄一

幹事： 吉岡　憲士

会長： 長島　利男

幹事： 路川　兼光

1972(昭和47年) 1973(昭和48年) 1974(昭和49年)
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3月 前年は戦後初のマイナス成長
と経企庁発表

5月 田部井淳子氏、女性世界初の
エベレスト登頂

6月 「紅茶きのこ」爆発的ブーム

1月 大和運輸、宅配システム「宅
急便」を開始

4月 生産年齢人口が戦後初の減少
と国勢調査

7月 田中角栄前首相、ロッキード
事件で逮捕

5月 伊藤忠商事と安宅産業、合併
契約に調印

7月 キャンディーズ、「普通の女の
子に」と引退宣言

9月 王貞治、756 本塁打の世界記録
達成

4月 マイクロソフト設立
4月 サイゴン陥落によりベトナム戦

争終結
7月 米アポロとソ連ソユーズが国際

ドッキング

3月 米で「植物人間」に安楽死を認
める判決

4月 第１次天安門事件
6月 国際捕鯨委総会、捕獲枠の大幅

削減を決定

3月 ルーマニアで大地震、首都ブカ
レスト壊滅

5月 米、フロンガスを２年後に全面
禁止と発表

7月 ニューヨーク中心部で大停電

シクラメンのかほり

布施　明

北の宿から

都はるみ

勝手にしやがれ

沢田研二

5月14日 川崎北 RAC　国際親善
研修のため台湾を訪問（～ 5 月
17 日）

6月1日 京都乙訓 RC の案内で、
桂離宮拝観（～ 7 月 6 日までに
グループ単位で 33 名の家族会員
が参加）

6月16日 会員医師団による健康
診断を実施

10月 6日 石渡三郎ガバナー公式
訪問

10月20日 京都乙訓 RC と懇親会
（於　高尾山）

10月23日 地区大会（当クラブよ
り 26 名出席）、24 日米国航空母
艦ミッドウェイ号を見学

2 月12日 神奈川県三浦市の大火災
（1月 9日発生）に見舞金を送る

3月 4日 創立 15 周年記念式典を
開催（於　小杉会館）
特別講演：入江直祐氏

4月25日 京都乙訓 RC の家族会
に、当クラブより 14 名が参加
（於　京都・仁和寺）

5月28日 川崎市福祉センター内
盲人図書館に点字辞書（コンサ
イス英和辞典 71 巻、新和英辞典
22 巻）を贈呈

8月30日 身体障害者ボーリング
大会を開催（於　コスギスポー
ツガーデン）

9月13日 鷲ヶ峰老人ホームを訪
問。石けん、タオルなどの雑貨
品を寄贈

10月22日 京都乙訓RC（会員10名）
を歓迎して移動例会を開催（於
小杉レック）

11月12日 上野豊ガバナー公式訪問

12 月7日 武蔵小杉駅前に於いて、
当クラブ創立以来初めての献血
奉仕活動を実施

3月 9日 影向寺の詩碑建立のため
の寄付金を送る

4月13日 河野謙三参議院議長が卓話

5月 7日 京都乙訓 RC さつき例会
に、会長・幹事はじめ 4名が参加

5月11日 野球解説者・関根潤三氏
が卓話

8月16日 細谷寛ガバナー公式訪問
（会長・幹事会、クラブ協議会、
懇親会）

8月17日 細谷寛ガバナー公式訪問
（例会）

9月14日 市内交通遺児をプロ野球
観戦に招待（市内 RC合同事業）

10月15日 地区大会（於　藤沢市民
会館）
当クラブが会報優秀クラブとして
表彰される

12 月1日 社会奉仕運動を啓蒙する
ためのポスター展を開催。12 月 3
日に表彰式を行う（～ 12 月 4日）
（於　中小企業婦人会館）

会長： 森　泉

幹事： 萩原　敏春

会長： 小林　豊吉

幹事： 鈴木　正一

会長： 昼間　進

幹事： 熊倉　洋一

1977(昭和52年)1975(昭和50年) 1976(昭和51年)
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5月 新東京国際空港（成田空港）
開港

10月 無限連鎖講（ネズミ講）防止
法案成立

11月 全国サラ金問題対策協議会、
創立

4月 生計費最高は東京（ニューヨー
クの倍）と国連が発表

5月 インベーダーゲームの人気過
熱と新聞に

7月 ソニー、「ウォークマン」第１
号を発売

1月 ＷＨＯが天然痘の根絶を宣言し
たと新聞に

3月 伊の「赤い旅団」、モロ前首相
を誘拐・殺害

4月 アフガニスタンでソ連派の軍事
クーデター

1月 米中、30 年ぶり国交樹立（米、
台湾と断交）

2 月 中国軍、ベトナムへの侵攻開始
5月 英選挙で保守党圧勝、サッチャー

が首相に

ＵＦＯ

ピンク・レディー

魅せられて

ジュディ・オング

1月 米、ソ連のアフガニスタン侵攻
に報復を発表

9月 イラン・イラク戦争勃発
12 月 ジョン・レノン、ニューヨーク

で射殺される

4月 任天堂、ゲーム機「ゲーム＆
ウォッチ」発売

6月 大平首相が心筋梗塞で急死
10月 山口百恵、日本武道館で引退

公演

雨の慕情

八代亜紀

1月10, 17日 クラブ内のマラソン
大会を開催。AM7 時から 7 時半
まで（集合：丸子橋ゴルフ場）

1月13日 交換留学生アン・バーチ
嬢が来日（スポンサークラブ：オー
ストラリア第 956 地区・Cardiff  RC）

4月1日 川崎北 RC・川崎北 RAC
合同の献血運動を実施（於　武蔵
小杉駅前）

6月20日 会員医師団による健康診
断を実施

7月11日 谷口正彦会員が第一分区
代理に就任

7月25日 伊藤茂ガバナー公式訪問

9月16日 地区ローターアクト年次
大会　ホストクラブ：川崎北 RAC
（於　中原区中小企業婦人会館）

9月21日 日赤献血運動に協力
（於　武蔵小杉駅前）

11月2日 川崎市長より献血運動に
対しての感謝状を受ける

2 月5日 愛の献血運動（於　武蔵
小杉駅前）当クラブが主催して、川
崎中 RCと川崎北 RACに協力を頂く

5月14日 国際ロータリー大会が東
京で開催される（～ 18 日まで、
於　東京国競技場、第一体育館）
本大会に関して、岡本会員、谷口会
員、田辺会員（以上地区）、斉木会員、
川合会員（以上分区）がお客様の世
話役、接待役、連絡役を担当

6月14日 会員医師団による健康診
断を実施

8月 23日 蔵並定男ガバナー公式訪問

9月 4日 川崎地区 8RC 合同で、交
通遺児 100 名を「ロッテ対近鉄」
戦に招待

9月7日 川崎鷺沼ロータリークラ
ブ創立

10月1日 当クラブ制作の「愛の灯」
ポスターを東急バス 300 台に掲載
（～ 10 月末日）

11月11日 川崎北ローターアクトク
ラブ創立 5周年記念例会を開催

1月20日 交 換 留 学 生 ウ ェ ン
ディー・シラー嬢が来日（オー
ストラリア・ニューサウスウェー
ルズ州）

2 月12日 川崎北 RC・川崎中 RC
合同例会を開催

3月5日 創立 20 周年記念式典を
開催（於　小杉会館）
特別講演：俵孝太郎氏「80 年代の
政治経済の展望」

4月16日 会員医師団による健康
診断を実施

5月14日 第 1,000 回目の例会

6月20日 当 ク ラ ブ推薦の R 財
団奨学生・谷沢ルイ嬢（川崎北
RAC）、米国ミネソタ大学大学院
に留学（1年間）

7月30日 加藤進治ガバナー公式
訪問

8月28日 善意の封筒 2 万枚を中
原区役所に寄贈

9月27, 28日 地区大会（於　神奈
川県民ホール）二日目、当クラ
ブが出席優秀クラブ（第 6 位）
として表彰される。次年度の大
会ホストクラブに指名される

会長： 市川　清

幹事： 石井　弘

会長： 岡本　徳彌

幹事： 仁上　喜久夫

会長： 斎木　幸男

幹事： 甲田　博康

1978(昭和53年) 1979(昭和54年) 1980(昭和55年)
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5月 ヨハネ・パウロ２世、狙撃され
重傷

7月 英チャールズ皇太子、ダイアナ
と結婚

10月 エジプトのサダト大統領、狙撃
され死亡

3月 中国残留孤児 47 人、初来日（26
人判明）

4月 敦賀原発で高濃度放射能もれ
判明

10月 フジテレビ、ドラマ「北の国
から」放映開始

6月 フォークランド戦争でアルゼン
チンが英に降伏

9月 メキシコ、全銀行の国有化を発表
9月 モナコのグレース王妃が自動車

事故で死亡

2 月 東京のホテル・ニュージャパ
ンで火災

2 月 日航機、機長の「逆噴射」で
海中に墜落

6月 産業スパイ容疑で日立・三菱
社員ら逮捕

3月 イラク、イランのノールーズ海
底油田を攻撃

5月 ローマ法王、地動説のガリレイ
の有罪を撤回

7月 米でエイズ 1,700 人、死亡 650
人と発表

4月 ＮＨＫ連続テレビ小説「おし
ん」放映開始

4月 東京ディズニーランド、浦安
市にオープン

6月 文部省の校内暴力調査で被害
教師 1,880 人

ルビーの指輪

寺尾　聡

北酒場

細川たかし

矢切の渡し

細川たかし

1月17日 交換留学生ドナ・マン
ロー嬢がオーストラリアより来日

3月 3日 馬興国君の留学に対し
て、中国・遼寧大学より感謝状
を受ける

5月19日 会員医師団による健康
診断を実施

7月21日 加藤宗兵衛ガバナー公
式訪問

8月11日 長崎大水害（7 月 23 日
発生）に対して、長崎 RCに見舞
金を送る

8月25日 舛添要一氏（東大教授、
後の厚生労働大臣）が卓話

10月11日 地区大会　2日目（於　
東海大学湘南校舎）
総会において、当クラブが中国
瀋陽市から招聘した馬興国君が
クラブのマンネリ化を打破する
事例として、ガバナーより紹介
された

10月20日 国際ロータリー財団よ
り寄付総額に対して感謝状を受
ける

1月14日 国際ロータリー財団よ
り寄付総額に対して感謝状を受
ける

4月15日 川崎市立身障者体育館
にエアーマットを贈呈

5月13日 会員医師団による健康
診断を実施

7月15日 渡辺嘉造伊ガバナー公
式訪問

8月12日 小泉純一郎衆議院議員
（後の総理大臣）が卓話。「円安・
行政改革・日米関係」について

9月12日 地区大会開催（於　神奈
川県民ホール及び貿易センター）
津田大会委員長のもと当クラブが
ホストクラブとなり盛大に開催

10月28日 俵孝太郎氏が卓話。「当
面の政治情勢」について

11月 4日 川崎北 RC・川崎中 RC
合同の献血運動を実施（於　川
崎信用金庫住吉支店前）

11月18日 例会場をホテル・ザ・
エルシーに変更

12 月2日 川崎市立身障者体育館
へのエアーマット贈呈に対し川
崎市長より感謝状を受ける

2 月16日 国際ロータリー財団より
寄付総額に対して感謝状を受ける

2 月23日 1984-1985 年 度、 ガ バ
ナーノミニー候補として津田進会
員が指名・推薦される

5月25日 会員医師団による健康診
断を実施

6月12日 川崎北ローターアクトク
ラブ 10 周年記念式典を開催

7月27日 加島淳ガバナー公式訪問

8月10日 島根県の豪雨（7 月 20
日～ 23 日発生）災害に対しての
義援金を集める

11月 9日 川崎市中原区役所への天
幕を贈呈する

12 月7日 川崎市中原区役所への天
幕贈呈に対し川崎市長より感謝状
を受ける

会長： 路川　兼次

幹事： 石井　正夫

会長： 中島　博太郎

幹事： 石崎　寛

会長： 山口　六郎

幹事： 榎本　勝名

1983(昭和58年)1981(昭和56年) 1982(昭和57年)
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7月 カール・ルイス、ロス五輪で４冠
10月 インドのガンジー首相暗殺
12 月 インドで米企業工場から毒ガス

流出

2 月 植村直己氏、マッキンリー登
頂中に消息絶つ

3月 江崎グリコ社長誘拐
8月 山下泰裕、ロス五輪柔道で右

足負傷押し優勝

3月 ゴルバチョフ、ソ連共産党書記
長に選出

4月 南ア、人種間交婚禁止法・背徳
法を廃止

9月 タイタニック号が 3,800m深海
で発見される

3月 青函トンネル開通
3月 「科学万博－つくば’ 85」開幕
9月 任天堂、「スーパーマリオブラ

ザーズ」発売

長良川艶歌

五木ひろし

ミ・アモーレ

中森明菜

1月 エイズ患者は 75 ヵ国で２万 88
人とＷＨＯ

4月 ソ連のチェルノブイリ原発で原
子炉が爆発

10月 ソ連、アフガニスタンからの部
分撤退を開始

4月 男女雇用機会均等法施行

5月 チャールズ皇太子、ダイアナ
妃来日

11月 伊豆・大島の三原山が噴火

ＤＥＳＩＲＥ

中森明菜

3月 6日 創立 25 周年記念式典を
開催（於　ホテル・ザ・エルシー）
特別講演：大和証券経済研究所理
事長・宮崎勇氏「内外経済の展望」

5月22日 移動例会（川崎北 RC、
常陸太田 RC、大宮 RC 合同例会）
つくば科学万博を見学

6月5日 馬興国氏、他 4名、中国
遼寧大学日本語研究所友好訪問団
が来会

6月19日 会員医師団による健康診
断を実施

7月3日 上野良一ガバナー公式訪問

8月20日 交換留学生・住吉英里子
さん、米国ニューヨーク州第 709
地区へ出発

11月20日 メキシコ大地震（9月 12
日発生）の被災者へ義援金を送る

11月27日 コロンビア・ルイス火山
大噴火（11 月 13 日発生）の被災
者へ義援金を送る

3月7日 津田ガバナーノミニー事
務所を開設

5月20日 7 月よりの津田ガバナー
誕生に向け、英国バーミンガムに
国際ロータリー年次大会参加のた
め出発（会員家族 20 名）

6月13日 会員医師団による健康診
断を実施
川崎北 RCの広報誌として、「我が
街のロータリークラブ」（2,000 部）
を作成、会員に配付

9月15日 津田ガバナーのもと地
区大会を開催（於　神奈川県民
ホール）
記念講演：米長邦雄「勝負と人生」
アトラクション：洗足学園シン
フォニック・オーケストラ

12 月12日 津田進ガバナー公式訪問
（川崎北 RC・川崎中 RC合同例会）

2 月3日 津田パストガバナー規
定審議会に出席のためシカゴへ
出発

3月17日 川崎北ローターアクト
クラブ 300 回記念チャリティー
バザール開催

4月16日 初の朝食例会、例会後
大磯ジョンソン工場を訪問（職
場訪問）

5月16日 海外研修旅行同好会　
桂林・広州へ出発（～ 5月 20 日）

5月21日 川崎宮前ロータリーク
ラブ創立

6月 4日 会員医師団による健康
診断を実施

7月23日 小林亮ガバナー公式訪問

会長： 吉岡　憲士

幹事： 本石　巌

会長： 川合　信帆

幹事： 酒井　康允

会長： 鈴木　正一

幹事： 宮寺　勇

1984(昭和59年) 1985(昭和60年) 1986(昭和61年)
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10月 イラン、米タンカーをミサイル
攻撃

12 月 米ソ、ＩＮＦ（中距離核戦力）
全廃条約に調印

12 月 韓国で 16 年ぶりの大統領選（盧
泰愚当選）

4月 ＪＲ各社開業（国鉄清算事業
団発足）

10月 利根川進氏、ノーベル医学生
理学賞に決定

12 月 爆弾テロ容疑で金賢姫を韓国
に移送

8月 イラン・イラク戦争、８年ぶり
に停戦

9月 ベン・ジョンソン、薬物使用に
より金メダル剥奪

12 月 パキスタンでブットがイスラム
初の女性首相に

3月 日本初の屋根つき球場、「東京
ドーム」落成

4月 坂本龍一、アカデミー作曲賞
受賞

9月 鈴木大地、五輪背泳ぎで金メ
ダル

6月 第２次天安門事件
11月 ベルリンの壁、一部取り壊し開始
12 月 米ソ首脳が会談、冷戦時代の終

結を表明

1月 昭 和 天 皇 崩 御、 新 元 号 は
「平成」に

4月 歌手・美空ひばりが肺炎で死去
6月 初の大型間接税、３％の消費

税を実施

愚か者

近藤真彦

パラダイス銀河

光ＧＥＮＪＩ

淋しい熱帯魚

ＷＩＮＫ

3月30日 アメリカよりの GSE メ
ンバーが富士通ゼネラルを見学

6月19日 川崎北ローターアクトク
ラブ創立 15 周年記念例会を開催

6月22日 会員医師団による健康
診断を実施

7月 6日 谷口榮ガバナー公式訪問

9月10日 国際ロータリー財団奨
学生・宮村浩子さん、イギリス
へ出発

9月21日 フィリピンでのハンセ
ン氏病撲滅のための援助金を地
区国際奉仕委員会に送る

12 月7日 緑の牧場学園に万能木
工機を寄贈

1月20日 交換留学生ロベット・
アンドリュー君、オーストラリ
ア第 981 地区より来日

3月14日 地区大会（於　神奈川
県民ホール）において、米山記
念奨学金特別寄付金 1,000 万円達
成クラブとして表彰される

4月2日 交換留学生・松井裕美
子さん、オーストラリアへ出発

5月13日 会員医師団による健康
診断を実施

5月29日 川崎中原ロータリーク
ラブ創立総会を開催

7月15日 岡崎全宏ガバナー公式
訪問

7月19日 川崎中ロータリークラ
ブ創立 15 周年記念式典

10月28日 フィリピンでのハンセ
ン氏病撲滅のための援助金を地
区国際奉仕委員会に送る

12 月16日 川崎中原ロータリーク
ラブ　国際ロータリー加盟認証
伝達式

1月16日 交換留学生リーマ・マッ
クファーソンさん、オーストラリ
ア・ソーテル RCより来日

4月1日 交換留学生・大部江美さ
ん、オーストラリアへ出発

4月5日 丸子渡船馬の跡地の記念
碑が完成

5月24日 会員 35 名が、ソウル国
際大会に参加のためソウルに向け
出発（～ 5月 27 日）

6月21日 丸子渡船馬の跡地の記念
碑の贈呈式を行う

7月26日 鈴木克也ガバナー公式訪問

11月15日 サンフランシスコ大地震
（10 月 18 日発生）に対して義援
金を送る

会長： 熊倉　洋一

幹事： 関口　隆三

会長： 石井　弘

幹事： 星野　博

会長： 石井　正夫

幹事： 生垣　繁

1989(平成元年)1987(昭和62年) 1988(昭和63年)
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6月 ペルー大統領選で日系のＡ・フ
ジモリが当選

8月 イラク軍がクウェート侵攻、湾
岸戦争始まる

10月 東独が西独に編入され、統一ド
イツが誕生

5月 斉藤了英氏、ゴッホ絵画を 125
億円で落札

6月 日本のＯＤＡは世界最大と外
務省

11月 雲仙・普賢岳、約 200 年ぶり
に噴火

1月 多国籍軍のイラク空爆により湾
岸戦争勃発

10月 アウンサンスーチー女史にノー
ベル平和賞

12 月 ソ連解体

5月 千代の富士引退
5月 東京都港区にジュリアナ東京

オープン
6月 雲仙・普賢岳で大火砕流発生

恋歌綴り /堀内孝雄

おどるポンポコリン / B.B. クィーンズ

北の大地 /北島三郎

愛は勝つ / KAN

4 月 ユーゴスラビア社会主義連邦共
和国解体

4月 米、ロサンゼルスで大規模な暴
動発生

8月 韓国、中国と国交樹立

2 月 東京佐川急便事件で前社長ら逮捕

2 月 経企庁、前年２月をピークに景

気後退と発表

6月 ＰＫＯ協力法成立、自衛隊のＰ

ＫＯ参加可能に

白い海峡 / 大月みやこ

君がいるだけで / 米米 CLUB

5月29日 川崎中部公園に紅白のハ
ナミズキ 2本を植樹、記念碑を寄贈
会員医師団による健康診断を実施

7月17日 大澤洋ガバナー公式訪問

12 月11日 川崎北 RAC との合同例
会（於　東京全日空ホテル）
春日とよ栄芝師匠とその一門を迎
え、年忘れ家族会として開催

1月17日 交換留学生ステファン・
リー君、オーストラリア第 945 地
区より来日

3月7日 創立 30 周年記念式典を
開催（於　ホテル・ザ・エルシー）
特別講演：別所毅彦氏「経営に生
かす勝負の心」

6月 6日 会員医師団による健康診
断を実施

8月1日 鵜川昇ガバナー公式訪問

9月27日 地区大会（於　桐蔭学園）
において、当クラブが米山功労ク
ラブとして表彰される

12 月26日 川崎北 RAC との合同例
会（於　ホテル・ザ・エルシー）
ヤクルト・内藤投手、巨人・原選
手などのゲストを迎え年忘れ家族
会を開催

5月20日 会員医師団による健康
診断を実施

5月28日 川崎中原 RC　創立 5 周
年記念式典

7月1日 国際ロータリー第 259
地区から、第 2590 地区と呼称変
更される

10月28日 川崎北 RC・川崎中原 RC
合同例会を開催

11月11日 内海榮一郎ガバナー公
式訪問

12 月26日 川崎北 RAC との合同例
会を年忘れ家族会として開催
（於　ホテル・ザ・エルシー）

会長： 本石　巌

幹事： 戸川　俊雄

会長： 萩原　敏春

幹事： 三浦　善四郎

会長： 甲田　博康

幹事： 磯貝　禎三

1990(平成2年) 1991(平成3年) 1992(平成4年)
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1月 チェコスロバキアがチェコとス
ロバキアに分離

9月 イスラエル、パレスチナ間でオ
スロ合意調印

11月 欧州連合（ＥＵ）創設

5月 Ｊリーグ（日本プロサッカー
リーグ）開幕

6月 皇太子結婚
8月 細川内閣発足。55 年体制終了

4月 ルワンダ内戦勃発
4月 ＮＡＴＯ、セルビア人勢力を空爆
5月 Ｆ１、サンマリノＧＰでアイル

トン・セナ事故死

6月 松本サリン事件発生
10月 大江健三郎、ノーベル文学賞

受賞
12 月 ソニー、ゲーム機「プレイス

テーション」発売

6月 韓国ソウルの三豊百貨店が崩壊
し 512 人死亡

8月 ベトナム、米と国交正常化
8月 マイクロソフト、「Windows 

95」英語版を発売

1月 兵庫県南部地震（阪神・淡路
大震災）

3月 地下鉄サリン事件
5月 オウム真理教の教祖、麻原彰

晃逮捕

無言坂

香西かおり

innocent world

Mr.Children

Overnight Sensation

ｔｒｆ

2 月 9日 地区からの要請があっ
た、フィリピンの西ミンドロ州
に深井戸を掘るプロジェクトに
参加を決める

6月1日 川崎市へ環境保護のた
めのくずかごを寄贈。中原区長
より感謝状を受ける

6月 8日 会員医師団による健康
診断を実施

6月 9日 台湾で開催された国際
ロータリー大会に、会長以下 24
名が参加（～ 6月 13 日まで）

10月26日 4 クラブ合同夜間例会
（川崎北 RC・川崎中 RC・川崎中
原 RC・川崎北 RAC）（於　ホテル・
ザ・エルシー）

11月 9日 中山義之ガバナー公式
訪問

12 月14日 川崎北 RAC との合同例
会を年忘れ家族会として開催
出演：ジョージ川口とニュービッグ
フォープラスワン（於　東京会館）

4月24日 津田パストガバナー RI
会長代理として福岡地区大会に
出席（会員 10 名が随行）

5月26日 夜間懇親ディナーパー
ティーを開催
出演：ジョージ川口とニュービッ
グフォー（於　東京会館）

7月21日 石澤芳郎ガバナー公式訪問

7月26日 北海道南西沖地震（7 月
12 日発生）の被災者へ義援金を送る

10月20日 インド・マハラシュト
ラ州の地震（9月 30 日発生）の
被災者へ義援金を送る

11月17日 4 クラブ合同夜間例会
（川崎北 RC・川崎中 RC・川崎中
原 RC・川崎北 RAC）（於　ホテル・
ザ・エルシー）

3月1日 創立 35 周年記念式典を
開催（於　ホテル・ザ・エルシー）
特別講演：野末陳平氏「現代政治
経済事情裏話」

6月14日 会員医師団による健康診
断を実施

7月26日 鈴木清次ガバナー公式訪問

12 月13日 川崎北 RAC との合同例
会を年忘れ家族会として開催　
出演：デュークエイセス（於　ホ
テル・ザ・エルシー）

会長： 榎本　勝名

幹事： 石井　利夫

会長： 松尾　成久

幹事： 小堀　保博

会長： 関口　隆三

幹事： 川野　正久

1995(平成7年)1993(平成5年) 1994(平成6年)
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3月 李登輝、台湾初の総統に
7月 スコットランドで世界初のク

ローン羊誕生
8月 英チャールズ皇太子、ダイアナ

妃と離婚

7月 大阪府で学童が給食からＯ
１５７集団感染

8月 薬害エイズ事件で東京地検が
安部英を逮捕

12 月 ペルー日本大使公邸人質事件

5月 ＩＢＭコンピューターがチェス
世界王者を破る

5月 ザイールが崩壊、コンゴ民主共
和国に

7月 香港、イギリスから返還される

2 月 神戸連続児童殺傷事件（酒鬼
薔薇事件）

4月 消費税、３％から５％に増税
12 月 地球温暖化防止京都会議開幕

Don’t wanna cry

安室奈美恵

CAN YOU CELEBRATRATE?

安室奈美恵

5月 インドで核実験（28 日にパキ
スタンも）

6月 サッカーＷ杯仏大会開幕（日本
初出場）

8月 アップル、米で「ｉＭａｃ」発売

2 月 長野オリンピック開幕

7月 和歌山毒物カレー事件発生

8月 北朝鮮のミサイル「テポドン」、

三陸沖に着弾

wanna Be A Dreammaker

globe

3月 4日 岡本ガバナーノミニー　
アナハイムに出発

5月28日 会員医師団による健康診
断を実施

12 月10日 岡本徳彌ガバナー公式訪問

12 月17日 川崎北 RAC との合同例
会を年忘れ家族会として開催
出演：雨谷ひでみ　ときめきコン
サート（於　ホテル・ザ・エルシー）

2 月28日 4クラブ合同夜間例会（川
崎北 RC・川崎中 RC・川崎中原
RC・川崎北 RAC）（於　ホテル・ザ・
エルシー）

6月12日 会員医師団による健康診
断を実施

7月31日 青山彰義ガバナー公式訪問

11月18日 川崎とどろきロータリー
クラブ創立

12 月18日 川崎北 RAC との合同例
会を年忘れ家族会として開催
出演：BEONE オペラ歌手コンサー
ト（於　ホテル・ザ・エルシー）

3月28, 29日 地区大会（於　川崎
教育文化会館）
岡本ガバナーのもと、斎木会員
が地区大会委員長となり、当ク
ラブがホストクラブを務めて開
催される

5月13日 会員医師団による健康
診断を実施

7月 8日 大須賀洋ガバナー公式
訪問

12 月16日 川崎北 RAC との合同例
会を年忘れ家族会として開催
出演：ジャズシンガー・近藤香
織（於　ホテル・ザ・エルシー）

会長： 星野　博

幹事： 大山　廣晃

会長： 宮寺　勇

幹事： 金子　房一

会長： 大山　廣晃

幹事： 世良　俊昭

1996(平成8年) 1997(平成9年) 1998(平成10年)
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3月 ＮＡＴＯ、コソボ空爆開始
4月 米コロンバイン高校で銃乱射事件
12 月 ミレニアムのカウントダウンが

各地で催される

4月 石原慎太郎氏、東京都知事に
当選

6月 ソニー、ペットロボット「Ａ
ＩＢＯ」発売

9月 茨城県の核燃料施設で日本初
の臨界事故

6月 朝鮮半島分断後初の南北首脳会談
7月 Ｔ・ウッズが史上最年少のグラ

ンドスラム
7月 イスラエルとパレスチナの和平

交渉が決裂

2 月 大阪府で太田房江氏が国内初
の女性知事に

3月 営団地下鉄日比谷線で脱線事故
7月 新紙幣 2,000 円札発行

1月 ジョージ・Ｗ・ブッシュが米大
統領就任

9月 米同時多発テロ事件
10月 米、アフガニスタンに空爆開始

2 月 実習船えひめ丸が米原潜と衝
突し沈没

6月 大阪府の池田小学校で児童殺
傷事件発生

9月 千葉県で国内初の狂牛病発生
が確認される

Winter, again

GLAY

TSUNAMI

サザンオールスターズ

Dearest

浜崎あゆみ

2 月3日 岡本パストガバナーが
国際協議会トレーニングリー
ダーに就任（米国・アナハイム）

3月1日 創立 40 周年記念式典を
開催（於 ホテル・ザ・エルシー）
特別講演：落合博満氏「希望と勇
気と感動の人生を」

5月24日 会員医師団による健康
診断を実施

6月1日 新事務所開設 川崎中原
RC と合同事務所に移転

7月19日 本間泰治ガバナー公式
訪問

7月30日 骨 髄 バ ン ク チ ャ リ
ティー第 6 回全国ジュニア空手
選手権の優勝者に当クラブよ り
楯を贈呈

9月27日 2,000 回記念夜間例会
（於　ホテル・ザ・エルシー）

11月18, 19日 岡本パストガバナー
が第 2760 地区大会（名古屋）に
於いて RI 会長代理を務める

5月19日 会員医師団による健康
診断を実施

7月14日 百木春夫ガバナー公式
訪問

9月1日 トルコ大地震（8 月 17
日発生）に対し災害義援金を送る

9月22日 長野県・飯綱高原サニー
ハイランドで移動例会
緑の牧場学園訪問

10月13日 台湾大地震（9 月 21 日
発生：921 大地震）に対し災害義
援金を送る

12 月15日 川崎北 RAC との合同例
会を年忘れ家族会として開催
出演：真咲みどり（於　ホテル・
ザ・エルシー）

3月 8日 第 1 回ヴァヌアツ国際奉
仕団、ヴァヌアツ共和国ポートビ
ラ市の国立中央病院を訪問。
電子血圧計や電子体温計を贈呈す
る（～ 3月 12 日）

5月16日 会員医師団による健康診
断を実施

7月18日 上野孝ガバナー公式訪問

8月5日 骨髄バンクチャリティー
第 7回全国ジュニア空手選手権の
優勝者に当クラブよ り楯を贈呈

10月1日 当クラブの公式ホーム
ページの公開

10月17日 米国同時多発テロ（9 月
11 日発生）に対して見舞金を送る

12 月14日 アフガニスタン難民の為
の救済支援金を送る

会長： 三浦　善四郎

幹事： 大部　哲也

会長： 戸川　俊雄

幹事： 宮崎　秀樹

会長： 小堀　保博

幹事： 小澤　秀昭

2001(平成13年)1999(平成11年) 2000(平成12年)
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1月 ＥＵ 12 ヵ国でユーロの現金流
通開始

7月 ＡＵ（アフリカ連合）発足
10月 インドネシア、バリ島で爆弾テロ

4月 完全学校週 5 日制の「ゆとり
教育」がスタート

5月 サッカーＷ杯日韓大会開幕
9月 日朝首脳会談で北朝鮮が拉致

事実を認める

3月 米軍がイラク侵攻開始（イラク
戦争開戦）

3月 ＷＨＯがＳＡＲＳの集団発生を
警告

12 月 米、フセイン元イラク大統領を
拘束

4月 郵政事業庁が日本郵政公社に
9月 阪神タイガース、18 年ぶり

リーグ優勝
11月 イラクにて日本人外交官が射

殺される

Voyage

浜崎あゆみ

No way to say

浜崎あゆみ

3月 スペイン列車爆破事件発生
6月 イラク、暫定政権に主権移譲
12 月 スマトラ島沖地震が発生

1月 自衛隊のイラク派遣開始

4月 営団地下鉄と成田空港が民営化

10月 新潟県中越地震

Sign

Mr.Children

4月12日 川崎北ローターアクトク
ラブ 30 周年記念式典を開催

6月 4日 当クラブや川崎市などが
後援する第 9 回骨髄バンクチャリ
ティ全日本ジュニア空手道選手権が
開催される（於　等々力アリーナ）

6月30日 川崎北ローターアクトク
ラブを解散。30 年の歴史に終わ
りを告げる

10月 8日 成田行雄ガバナー公式訪問

11月12日 産業医学総合研究所を訪
問（職場訪問）、その後「とうふ
屋うかい」で懇親会

12 月17日 年忘れ家族会（於　東京
ディズニーランド・ホテルミラコ
スタ）、立食パーティー後水上パ
レードを観覧

6月12日 会員医師団による健康診
断を実施

8月 4日 当クラブや川崎市などが
後援する第 8 回骨髄バンクチャリ
ティ全日本ジュニア空手道選手権が
開催される（於　等々力アリーナ）

10月2日 最高裁判所を訪問（職場
訪問）、その後帝国ホテルで懇親会

10月30日 工藤護ガバナー公式訪問

12 月 4日 第 1 回クラブディスカ
ション「ローターアクト事業にお
ける現状の問題点や課題」

12 月11日 第 2 回クラブディスカ
ション「ローターアクトクラブに
関しての意見交換」

3月10日 第 2 回ヴァヌアツ国際
奉仕団、ヴァヌアツ共和国ポー
トビラ市の国立中央病院へ向け
出発。マイクロスコープ、発電
機などを贈る（～ 3月 16 日）

3月18日 IM　ホストクラブ：川
崎中原 RC（於　エポック中原）

5月19日 会員医師団による健康
相談を実施

8月5日 新潟・福井大水害（7月
14 日発生）に対し義援金を送る

8月 8日 当クラブや川崎市など
が後援する第 10 回骨髄バンク
チャリティ全日本ジュニア空手
道選手権が開催される（於　等々
力アリーナ）

8月25日 藤林豊明ガバナー公式
訪問

10月20日 日本銀行横浜支店・横
浜銀行本店を訪問（職場訪問）、
その後中華街の大珍楼で懇親会

11月10日 新潟県中越地震災害（10
月 23 日発生）に対し義援金を贈る

会長： 渡邊　敏久

幹事： 込田　一男

会長： 川野　正久

幹事： 小林　政男

会長： 大部　哲也

幹事： 松井　宏一

2002(平成14年) 2003(平成15年) 2004(平成16年)
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4月 ローマ法王ヨハネ・パウロ２世
死去

5月 北朝鮮が日本海に向けてミサイ
ルを発射

7月 ロンドン同時爆破事件が発生

3月 日本国際博覧会「愛・地球博」
開幕

7月 野口聡一氏、スペースシャト
ルに乗船

11月 朝青龍、史上初の６場所完全
制覇

7月 ジャワ島南西沖で地震・津波が
発生

9月 タイ軍事クーデター勃発
11月 イラク法廷がフセイン元大統領

に死刑判決

4月 耐震強度偽装問題で姉歯建築
士ら逮捕

6月 自衛隊のイラク撤収を決定
7月 米産牛肉の輸入再々開

Butterfl y

倖田來未

一剣

氷川きよし

4月 米バージニア工科大学で銃乱射
事件

9月 ミャンマーで大規模な反政府デモ
11月 パキスタンのブット元首相暗殺

1月 防衛庁が防衛省に昇格
10月 日本郵政公社が民営化
10月 時津風部屋の力士暴行死で親

方が解雇

蕾

コブクロ

3月13日 第 3 回ヴァヌアツ国際
奉仕団、ヴァヌアツ共和国ポー
トビラ市の国立中央病院に向け
出発。記念パネル、医療機器を
贈呈する（～ 3月 18 日）

6月11日 北海道視察ツアー、室
蘭北 RCを訪問。合同ゴルフコン
ペを開催（～ 6月 13 日）

6月14日 インドネシア・ジャワ
島中部地震災害（5月 27 日発生）
に対して義援金を送る

8月2日 斉藤二郎ガバナー公式
訪問

8月 6日 当クラブや川崎市など
が後援する第 12 回骨髄バンク
チャリティ全日本ジュニア空手
道選手権が開催される（於　等々
力アリーナ）

12 月18日 中原区内の大戸小学校・
ひまわり教室に運動機具を贈呈

2 月 8日 NHK「プロジェクト X 
挑戦者たち」の放送で、地下鉄
サリン事件において、いち早く
「サリン中毒」の可能性を示唆し
た当クラブ会員・柳澤先生のこ
とが紹介される

2 月23日 インドネシア・スマト
ラ沖地震による大津波災害（2004
年 12 月 26 日発生）に対して義
援金を送る

3月25日 ロータリークラブ創立
100年記念IM（於　ミューザ川崎）

4月 9日 創立 45 周年記念式典を
開催（於　ホテル・ザ・エルシー）
マジックショー：佐久間馨会員

7月31日 当クラブや川崎市など
が後援する第 11 回骨髄バンク
チャリティ全日本ジュニア空手
道選手権が開催される（於　等々
力アリーナ）

10月12日 金杉誠ガバナー公式訪問

4月20日 与論島視察ツアー、与
論島のライオンズクラブを訪問
（～ 4月 22 日）
5月29日 川崎中原ロータリーク
ラブ 20 周年式典を開催（於　ホ
テル・ザ・エルシー）

8月 8日 新潟県中越沖地震（7月
16 日発生）災害に対して義援金
を送る

8月12日 当クラブや川崎市などが
後援する第 13 回骨髄バンクチャリ
ティ全日本ジュニア空手道選手権が
開催される（於　等々力アリーナ）

8月29日 亀ケ谷邦博ガバナー公
式訪問

9月5日 例会場をホテル精養軒
に変更

10月17 日 当クラブのホームペー
ジにて会報を公開

会長： 宮崎　秀樹

幹事： 洪　征治

会長： 生垣　繁

幹事： 井島　幸二

会長： 込田　一男

幹事： 貝田　洋

2005(平成17年) 2006(平成18年) 2007(平成19年)
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9月 米証券会社リーマン・ブラザー
ズが経営破綻

11月 米大統領選、オバマが当選（非
白人初）

12 月 イスラエルがガザ地区全土に空
爆を開始

2 月 中国産餃子から高濃度の有毒
成分検出

5月 暫定税率復活、ガソリン価格
が大幅上昇

6月 秋葉原の歩行者天国に通り魔

2 月 中国の建設中ビル、打上花火で
全焼

6月 ＷＨＯ、新型インフルのパンデ
ミックを宣言

10月 米オバマ大統領、ノーベル平和
賞受賞

5月 裁判員制度施行
7月 日本各地で皆既日食を観測
9月 鳩山内閣発足

ロータリーの未来は、
あなたの手の中に…

地域を育み、大陸をつなぐ…
One for All All for One.

Ti Amo

EXILE

Someday

EXILE

Ⓒ2010 川崎北ロータリークラブ

3月12日 第 4 回ヴァヌアツ国際
奉仕団、ヴァヌアツ共和国ポー
トビラ市の国立中央病院を訪問。
医療機器や川崎中原 RCより頂い
たベットシーツなどを贈呈する
（～ 3月 18 日）

5月16日 AED（自動体外式除細動
器）を中原警察署に寄贈

7月23日 清水良夫ガバナー公式
訪問

8月 6日 岩手・宮城内陸地震（6
月 14 日発生）災害に対して義援
金を送る

10月10日 マレーシア視察ツアー。
会員・家族総勢 28 名でクアラル
ンプール、ペナン島を訪問（～
10月 14 日）
11月5日 川崎市消防局に救急指
導用マンガ「心肺蘇生と AED の
使いかた」1万部と記念盾を贈呈

4月1日 屋形船「品川・船清」　
夜間例会

4月 6日 中原警察署で剣道を習
う中原道場の子供たちに、練習
機具である打込台を寄贈

7月22日 野坂定ガバナー公式訪問

9月16日 北朝鮮拉致被害者家族、
台湾台風被害（8 月 7 日発生）、
兵庫県豪雨被害（8月 11 日発生）
に対して支援金を送る

9月21日 長野朝日放送主催のラ
オス・スニーカー・キャンペー
ンに協力する為、スニーカーな
どを 72 足を送る

10月23日 創立 50 周年記念旅行。
九州（五島・雲仙）を訪れる（～
10 月 25 日）

1月17日 川野ガバナーエレクト、
国際協議会に参加のため、米国サ
ンディエゴへ出発（～ 1月 26 日）

2 月10日 ハイチ地震（1 月 13 日
発生）災害に対して支援金を送る

2 月27日 当クラブがホストクラブ
となり、IMを開催（於 慶応義塾大学）

3月13日 武蔵小杉新駅開通イベ
ントにおいて、当クラブ制作の
冊子「危険がいっぱいそのマ
ナー」を配布
3月28日 「危険がいっぱいそのマ
ナー」冊子（12,000 部）を中原
警察署に寄贈

4月7日 創立 50 周年記念式典を
開催（於　川崎日航ホテル）
川崎北 RC 50 年史（本誌）を発行

7月1日 当クラブの川野正久会
員が、第 2590 地区 2010-11 年度
ガバナーに就任

会長： 小澤　秀昭

幹事： 入来　武久

会長： 武田　信平

幹事： 大塚　正一

会長：貝田　洋

幹事： 米山　元章

2008(平成20年) 2009(平成21年) 2010(平成22年)

クラブバナー

承認状

そのとき、日本は

そのとき、世界は

日本レコード大賞
（1959年、第1回は

「黒い花びら」水原 弘）






