
川崎北ロータリークラブ
Rotary Club of Kawasaki North

川崎北ロータリークラブ
を知っていますか？
ー親睦と奉仕ー



川崎北ロータリークラブ
創立総会	 　　昭和35年3月2日
RI加盟認証	 　　昭和35年4月28日
チャーター・メンバー　25名　（チャーター・メンバー	現在数1名)
認証状伝達式	　　昭和35年6月30日
会員数		 　　会員数58名（2012年5月31日現在）

例会場	　ホテル精養軒
	 〒211-0063	川崎市中原区小杉町3-10	
	 TEL	044（711）8855
	 例会日	水曜日　12時30分より
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　ロータリークラブは、所在地域内または周辺地
域で仕事をしている、または住んでいる、評判の
良い職業人・専門職者を会員とする奉仕団体で
す。
　ロータリークラブは、世界の200に及ぶ国や地
域に存在し、会員数120万人を誇ります。その国
際組織は「国際ロータリー」と呼ばれます。
　国際ロータリーの下、日本（会員数、約9万人）
は34の地区に分割されており、川崎北ロータリー
クラブの所属する横浜・川崎地区は、第2590地
区として活動しています。
　しかし、自治権はあくまでも、個々のロータリー
クラブにあり、各クラブとしての活動が基本です。
※入会には、在籍クラブ会員2名の推薦が必要です。
※入会金50,000円、会費は月額25,000円です。

特に、次のような方をお待ちしています

事業を通じて実践している社会貢献とはいっ1.	
たい何か？　と悩んでいる方
・	 事業で上げた利益で税金を収めている、
それが社会貢献と言えるのか？

何か社会（地域社会、国際社会）に貢献でき2.	
ることはないのか？　と模索されている方
・	 一人ではできないことが、皆と一緒に協
力すればできるようになります。ひとり一
人の力を結集しましょう。

異業種の経営者と意見交換をしてみたい方3.	
・	 川崎北ロータリークラブの会員は、地元
の企業・専門職を代表する人物ばかりで
す。

仕事であれ、仕事以外の話題であれ、気兼ね4.	
なく語り合える友・仲間が欲しい方
・	 川崎北ロータリークラブは、年齢や仕事
の垣根を越えて、楽しく語り合える雰囲気
を大切にしています。

著名人の講演を聴く機会があれば、とお考え5.	
の方
・	 毎週の例会や、他の行事で、著名人を含
めた色々な方の講演を聴くことができま
す。また、会員にも他会員の前でスピーチ
をしてもらいます。

中原区周辺に知り合いを増やしたい方6.	
・	 ロータリークラブは地元に密着した集ま
りです。ただし、遠方の方も、例会に欠か
さず出席していただける限り、喜んで歓
迎いたします。

国内や海外で学業に勤しむ若者を応援して7.	
あげたい方
・	 ロータリークラブは、国内や海外で勉学
に勤しむ学生を、資金面および精神面で
サポートしています。	

川崎北ロータリークラブをご紹介します。

クラブ創設時のメンバーをチャーター・メンバーと言います。
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親睦と奉仕 ー 入りて学び、出でて奉仕せよ
　ロータリーは「親睦」と「奉仕」の実践を目的と
して活動しています。ロータリーの「親睦」とは、会
員同士が「ロータリー精神」という絆で結ばれ、お
互いが学びあい、育ちあって自己研鑽に励む、と
いう意味合いがあります。
　また、「奉仕」とは、その自己研鑽した自分を職
業を通じて人の為に役立てる*ことです。この「親
睦」と「奉仕」のくり返しがロータリーライフです。
*	ロータリーでは、この活動を「職業奉仕」と呼んでいます。
その定義はロータリーの100年の歴史の中で変遷してお
り、理解して自分の考えとするには時間がかかるでしょう。
しかし、それを理解できれば、自分の職業に必ず活かせる
はずです。

◆親睦のための活動
○	例会	○
ロータリークラブに於ける親睦活動の中心となる
のは、毎週開かれる例会です。会員は例会への出
席義務を負います（出席できる権利と考えれば、
より積極的にロータリーを楽しめるでしょう）。例
会への出席は100%を期待されています。しかし、
個人的な都合などで出席できない場合は、他クラ
ブの例会への参加などで、例会の欠席を補うこと
ができます。これをロータリーでは「メークアップ
する」と呼んでいます。

○	親睦会（夜間例会）	○
川崎北ロータリークラブでは、年に数回、例会を
夜間に開催しております。開催場所は、屋形舟で
あったり、レストランであったり、その時によって
変わります。お酒を飲みながら、会員同士で何で
も語り合える楽しい時間です。

○	家族例会（年忘れ例会）	○
川崎北ロータリークラブでは、12月、年忘れ家族
例会を開催しています。日頃、ロータリー活動に
ご理解とご協力をいただいている会員の家族の
方をお招きして、色々な企画でおもてなしをいた
しております。

○	旅行（移動例会）	○
ロータリークラブでは、年一回の移動例会が義務
づけられています。川崎北ロータリークラブでは、

例年9月に移動例会を開催しております。会員間
の親睦を深めるための一泊旅行です。

○	委員会活動	○
川崎北ロータリークラブには、多くの委員会があ
ります。会員は、一つ以上の委員会に所属する義
務を負います。お互いの親睦を深めるためにも、
委員として積極的に活動することを期待されてい
ます。
*	川崎北ロータリークラブは、国際ロータリー第2590地区
に所属しており、この地区にも、クラブと同様の委員会組織
があります。川崎北ロータリークラブの会員は、この地区で
の委員会活動にも積極的に参加することを期待されてい
ます。

○	職場訪問	○
川崎北ロータリークラブでは、年一回、色々な会
社や業種への職場訪問を実施しています。

○	同好会	○
現在、川崎北ロータリークラブにはゴルフ同好会
しかありませんが、以前は釣同好会、ダンス同好
会などもありました。
現在、ゴルフ同好会は年4回（4月、6月、9月、11
月）ゴルフコンペを開催しています。

◆奉仕のための活動
　人間が共に幸福に生きていくためには、
「他人への思いやり」と「助け合い」が不可欠で
す。ロータリーでは、この2つの言葉を行動で示す
という心がけを常に持ち続けることを提唱してい
ます。
　特に、ロータリーは「クラブ奉仕、職業奉仕、社
会奉仕、国際奉仕、新世代奉仕」の5つを、その奉
仕活動の対象としています。

クラブ奉仕：1.	 クラブの質を向上させるために
各会員がとるべきクラブ内外での行動を「ク
ラブ奉仕」といいます。
職業奉仕2.	 ：ロータリーの特長を表すのが、職
業奉仕です。職業倫理を高める内なる奉仕（
自己研鑽）と、自己の職業を他者（お客様、従
業員、協力会社）へ還元する外への奉仕があ
ります。
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社会奉仕3.	 ：地元の地域社会への奉仕活動で
す。何処かの団体にお金を寄付するというこ
とよりも、自分達の身体を使った、行動する奉
仕活動が望まれます。ただし、災害時にはクラ
ブ内で義援金なども集めています。
国際奉仕4.	 ：川崎北ロータリークラブは、2000-
2001年度から毎年オセアニアにある小さな
島国であるヴァヌアツ共和国に医療機器を贈
ってきました。また、二年に一回の割合で、現
地を訪問しています。
新世代奉仕5.	 ：次世代を担う若人たちを色々な
面で応援・育成する活動です。川崎北ロータ
リークラブは、横浜あざみロータリークラブと
共同提唱で、クラーク記念国際高等学校横浜
青葉キャンパス・インターアクトクラブを設立
しました（2011年）。

もっとロータリーを知りたい
次のウェブサイトで、より詳しく知ることができます。
国際ロータリー：

http://www.rotary.org/ja/

国際ロータリー第2590地区（横浜・川崎）：

http://homepage2.nifty.com/rid2590/

川崎北ロータリークラブ：

http://homepage2.nifty.com/kawasaki-north-
rc/

在籍会員の入会後の声

入来武久会員（2001年3月7日入会）：写真右
新極真会入来道場　道場主

入会した動機は何ですか？1.	
　　無骨一辺倒で生きてきた私には、ロータリー
は無縁の世界だと思っていましたが、当時の会長
にお会いし、その人柄の素晴らしさに惚れ、人生
修行・社会勉強のつもりで入会しました。

入会して良かったと思うことは何ですか？2.	
　　①仕事を通じて社会に奉仕できる、またそれ
が仕事の繁栄にも繋がることを学んだ　②異業
種の一流の専門職の方 と々お付き合いができる
　③例会出席が自分の活力源となっている。

入会して困ったことは何ですか？3.	
　　空手道の仕事は夕方の時間帯が中心なの
で、夜間例会に出られないこと。「仕事あってのロ
ータリー」と気付き、今では例会を欠席した時は、
メークアップ制度を活用し補っている。

退会したいと思ったことはありますか、またそ4.	
の理由は何ですか？

　　入会当時は多少の不安と孤独感もあった。
「石の上にも３年」と思い退会を踏みとどまっ
た。今では、ロータリーの魅力にはまっています。

これから入会する方にお伝えしたいことは何5.	
ですか？

　　「武の道の極意は体験にあり」という言葉が
あります。どんどんチャレンジして欲しいです。具
体的には、例会に出席し、委員会活動や各種イベ
ントに積極的に参加する。そうすることによって、
必ずロータリーの素晴らしさが見えてきます。
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武田信平会員（2002年2月13日入会）
（株）川崎フロンターレ　代表取締役

入会した動機は何ですか？1.	
　　フロンターレの社長に就任したときに、川崎
北ロータリーの友人から「フロンターレが地域密
着を旨として活動しているなら、地域に根付いて
活動しているロータリークラブに入会してはどう
か」と誘われたことです。

入会して良かったと思うことは何ですか？2.	
　　地元を知らなかった私にとっては、ロータリー
を通じて市内や県内に多くの仲間を得たことが第
一です。ロータリーは職業人の集まりであり、そこ
で培った友情は掛け替えのないものです。ロータ
リーで知り合った多くの友人と付き合うことによっ
て、自分の世界が確実に広がります。

入会して困ったことは何ですか？3.	
　　みんなが助けてくれるので、困ったことはあ
りません。

退会したいと思ったことはありますか、またそ4.	
の理由は何ですか？

　　全くありません。

これから入会する方にお伝えしたいことは何5.	
ですか？

　　入会したら、委員会活動やイベントには積極
的に参加することです。それによって仲間を理解
できるようになり、相手も貴方を理解することが
できます。そうやって信頼が深まり友情が生まれ
るのです。

柳澤信夫会員（2001年10月3日入会）
関東労災病院　名誉院長

東京工科大学　医療保健学部長

入会した動機は何ですか？1.	
　　役職指定のようなかたちで入会しました。関
東労災病院の院長は初代(創立メンバー）以来加
入しています。ロータリークラブには以前から興
味がありました。

入会して良かったと思うことは何ですか？2.	
　　異業種の人達とさまざまな交流ができて、と
ても楽しく、勉強になります。生活の場が広がりま
した。

入会して困ったことは何ですか？3.	
　　仕事上やむを得ず例会を欠席することがあ
ります。大先輩に、仕事を優先させるのはロータ
リー精神に合致する、と言われ、ストレスが少なく
なりました。

退会したいと思ったことはありますか、またそ4.	
の理由は何ですか？

　　ありません。病院長の定年退職は一つの区
切りでしたが、楽しいので続けています。

これから入会する方にお伝えしたいことは何5.	
ですか？

　　人生の幅を広げるのに貴重な場です。様々
な交流の場がありますが、是非、健康長寿の会員
と付き合ってください。
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在籍会員の入会後の声

大塚正一会員（2006年8月23日入会）
株式会社マインドウェア　代表取締役

入会した動機は何ですか？1.	
　　高校の先輩に誘われたのが切っ掛けです。
当時、仕事で利益は出ていましたが、税金を収め
るだけで社会に貢献していることになるのだろう
か、他に何かすべきことはないだろうかと考えて
いたことも入会の動機です。

入会して良かったと思うことは何ですか？2.	
　　川崎市のこの地域に知り合いが増えたとい
うことが一番だと思います。他には、社会のため
に微力ながら何かできていると思えること。

入会して困ったことは何ですか？3.	
　　例会で初めて「『君が代』を斉唱」と聞いたと
きには「えっ、右翼団体？」と思ってしまいました。
（強面の人もいますが、実際は当然違います。）
それと、最初の一か月位は誰と何を話したら良い
か分からなかった。でも、先輩方のほうから声を
掛けていただきました。

退会したいと思ったことはありますか、またそ4.	
の理由は何ですか？

　　今まではまったくありません。仕事が厳しい
ときも、心の支えになります。

これから入会する方にお伝えしたいことは何5.	
ですか？

　　すべては、自分次第だと思います。クラブの
行事には積極的に参加し、活動することで、仕事
では決して得ることのない経験を積むことができ
ます。一緒にエンジョイしましょう。

朝山浩会員（2006年10月25日入会）
	株式会社朝岡商店　コメダ珈琲店武蔵中原店

　代表取締役：写真右

入会した動機は何ですか？1.	
　　私の父がロータリアンだったこともありまし
てそのご縁から入会を勧めていただき、自分が少
しでも社会に貢献できればと考え、入会いたしま
した。

入会して良かったと思うことは何ですか？2.	
　　自分一人では微力ですが、クラブの中で、ま
たクラブを通じて地域社会や国際社会へ貢献で
きていると感じられること。また、これから何をす
べきかを考えられるようになったことです。

入会して困ったことは何ですか？3.	
　　入会当初は仕事が忙しく、例会に出席するた
めに仕事の調整をするのが大変だったことです。

退会したいと思ったことはありますか、またそ4.	
の理由は何ですか？

　　最初は何も分からなかったので不安も多く
心配でしたが、理解ある先輩ロータリアンの方の
お気遣いもあり、退会したいとは考えたことはな
いです。

これから入会する方にお伝えしたいことは何5.	
ですか？

　　まずは例会に積極的に参加をして、楽しい仲
間を作ってください！　お待ちしています！
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松下幸夫会員（2007年11月21日入会）:写真左
日本システム研究所　代表取締役

入会した動機は何ですか？1.	
　　地域で活動されている先輩社長たちからの
お誘いでした。ロータリーのことは何も知りません
でした。

入会して良かったと思うことは何ですか？2.	
　　入会間もない頃、バッジを見た方から「すご
い。ロータリアンなのですね。」と声を掛けられた
ことです。また、社会的に成功されている諸先輩
の雰囲気に触れることができるのが嬉しいです。

入会して困ったことは何ですか？3.	
　　私が「先輩大社長には仕事を頼みにくい」と
勝手に思い込み、一人で全てやってしまっていた
こと。むしろ、頼まれると意気に感じる先輩ばかり
です。

退会したいと思ったことはありますか、またそ4.	
の理由は何ですか？

　　入会当初は友達ができず退会したかったで
すが、これは壁を作っていた自分が原因。皆さん
に優しくされ、今では辞めたくないです。

これから入会する方にお伝えしたいことは何5.	
ですか？

　　自分は二代目経営者で、父（初代）に楯突く
ことが多かったです。そんな私に「二代目は、初代
の見せられなかった夢を従業員に見せるべし。初
代を否定してもダメ。」と教えてくれた会です。
二代目の皆さん、私たちと一緒に自己研鑚しまし
ょう！

三平憲志会員（2008年12月10日入会）：写真右
誠和コンサルティング　代表社員　

入会した動機は何ですか？1.	
　　人格者である顧問先の方から誘われました。
とても断れるものではありませんでした。

入会して良かったと思うことは何ですか？2.	
　　自己の利益だけを求めることの無い、立派な
方々が多くいらっしゃることが解りました。

入会して困ったことは何ですか？3.	
　　例会が毎週あることを知らなかったので、当
初スケジュールの組立に苦労しました。今は仕事
に手を抜かず、時間のやりくりが上手になりまし
た。またロータリーの用語には、初めて接する言
葉が多く戸惑いました。

退会したいと思ったことはありますか、またそ4.	
の理由は何ですか？

　　あります。立派な方々の中で自分が如何にい
い加減な生き方をしていたかを知り、とても恥ず
かしく思いました。

これから入会する方にお伝えしたいことはな5.	
んですか？

　　新しい仲間が必ず増えます。まじめに活動す
ると楽しくなります。有意義な話を身近に聴くこと
ができます。専門分野の方が多方面にいらっしゃ
るので、相談事も解決が早いです。是非おすすめ
します。



川崎北RC事務所

〒211-0063
　川崎市中原区小杉町3-70-4 ホーユウパレス 武蔵小杉104

　　　TEL：044-722-8037　

　　　FAX：044-722-3344

　　　Email：knrc@nifty.com

　　　URL: http://homepage2.nifty.com/kawasaki-north-rc/
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