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●司 会  須山須山須山須山    文夫文夫文夫文夫    ＳＡＡＳＡＡＳＡＡＳＡＡ 

●●●●点 鐘  渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

●斉 唱 「奉仕の理想」 

本日本日本日本日ののののゲストゲストゲストゲスト紹介紹介紹介紹介                                    渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

卓話者卓話者卓話者卓話者    東京東京東京東京ＲＣＲＣＲＣＲＣ                                        植田植田植田植田    新太郎新太郎新太郎新太郎    様様様様    

    

    

    

    

    

バナーの交換 

米山奨学生米山奨学生米山奨学生米山奨学生                                                            喬喬喬喬    禹翔禹翔禹翔禹翔    様様様様    

挨拶： 

長いようで短い一年間でしたが、皆様から教わったのは、 

自ら他人の為に何かを行う事の大切さ。これからは奉仕の

精神を世界に広げるよう頑張っていきたいと思います。 

本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

米山奨学金の授与 

来訪来訪来訪来訪ロータリアンロータリアンロータリアンロータリアンのののの紹介紹介紹介紹介                長倉長倉長倉長倉    連治連治連治連治    新睦委員長新睦委員長新睦委員長新睦委員長    

川崎川崎川崎川崎ＲＣＲＣＲＣＲＣ                                                            田辺田辺田辺田辺    真一郎真一郎真一郎真一郎    様様様様    

川崎川崎川崎川崎マリーンマリーンマリーンマリーンＲＣＲＣＲＣＲＣ                                                福嶋福嶋福嶋福嶋    安行安行安行安行    様様様様    

会長報告会長報告会長報告会長報告                                                    渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

・2013-14 ガバナーノミニー選出で当地区ガバナーノミ

ニーに川崎ＲＣ市川 緋佐麿 様が選出されたことを 

    

    

    

    

ご報告致します。 

・地区職業奉仕委員長 鈴木幹久会員と地区世界平和フェ

ローシップ委員長 大藪善一会員にＩＭ実行委員会から

お礼がきております。 

・川崎マリーンＲＣより野沢隆幸会員の卓話に対してのお

礼がきております。 

・3月 2日理事会のご報告は、議事録をご覧下さい。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                                        鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    幹事幹事幹事幹事    

・ニュージーランド地震に対しての災害義援金について、

地区より協力依頼がございましたので募金箱を回覧い

たします。宜しくお願い致します。 

・ニューオリンズ国際大会への参加者募集です。 

 当クラブからは牛山会員が参加されますのでお時間の

許す方は是非参加してみてください。 

出席報告出席報告出席報告出席報告                                                岩﨑岩﨑岩﨑岩﨑    寛寛寛寛    出席委出席委出席委出席委員長員長員長員長    

２２２２月出席順位月出席順位月出席順位月出席順位    

275% 牛山裕子 

175% 増田昌美・武者惠吾 

150% 鈴木幹久・野沢隆幸・竹中裕彦・渡辺冨士夫 

       岩﨑寛・鈴木昇二 

125% 寺尾巌・船山昭三・大藪善一・横山俊夫・石川庸 

    布野真治・矢野清久・石渡勝朗・水口衛 

    長倉連治・坂東保則・船木幸雄 

                                                                                        各会員各会員各会員各会員

    会員数 対象者 出 席 欠 席 出席率 

1852 回 66 58 38 20 65.51% 

1850 回 66 66 66 0 100.00% 

前々回の修正メークアップ   0名 修正出席率          00.00% 

第第第第３８３８３８３８期期期期    

会会会会    長長長長    渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    

副会長副会長副会長副会長    竹田竹田竹田竹田    正和正和正和正和    

                伊藤伊藤伊藤伊藤    佳子佳子佳子佳子    

幹幹幹幹    事事事事    鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    

ＳＡＡＳＡＡＳＡＡＳＡＡ    須山須山須山須山    文夫文夫文夫文夫    
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第１８５２回（本年度 第３１回） 例会 平成２３年 ３月 ９日  －晴－ 
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ホームクラブホームクラブホームクラブホームクラブ１００１００１００１００％％％％    

寺尾巌・布川二三夫・長島亨・船山昭三・遠藤悦夫 

宮山光男・野沢隆幸・中村眞治・細谷重徳・竹中裕彦 

増田昌美・大藪善一・竹田正和・石渡利治・村石庄作 

石川庸・渡辺冨士夫・布野真治・白石浩司・矢野清久 

岩井茂次・岩﨑寛・鈴木昇二・伊藤佳子・神田正彦 

武者惠吾・石渡勝朗・水口衛・須山文夫・小林勇次 

牛山裕子・坂東保則・船木幸雄・谷澤幹男            

各会員各会員各会員各会員    

スマイルレポートスマイルレポートスマイルレポートスマイルレポート((((ニコニコボックスニコニコボックスニコニコボックスニコニコボックス))))伊藤伊藤伊藤伊藤    佳子佳子佳子佳子    副会長副会長副会長副会長    

東京東京東京東京ＲＣＲＣＲＣＲＣ        

植田植田植田植田    新太郎新太郎新太郎新太郎    様様様様    

・本日は例会にお招き頂きありがとうございました。 

川崎川崎川崎川崎ＲＣＲＣＲＣＲＣ        

田辺田辺田辺田辺    真一郎真一郎真一郎真一郎    様様様様    

・いつも、お世話になります。 

川崎川崎川崎川崎マリーンマリーンマリーンマリーンＲＣＲＣＲＣＲＣ        

福嶋福嶋福嶋福嶋    安行安行安行安行    様様様様    

・本日はお世話になります。横山さん明日は一日宜しく 

お願い致します。 

布川布川布川布川    二三夫二三夫二三夫二三夫    会員会員会員会員    

・3 月６日歴代会長の皆様、役員の皆様の出席をいただき

私の叙勲祝賀会が盛会のうちに相済みましたので。 

島岡島岡島岡島岡    榮基榮基榮基榮基    会員会員会員会員    

・神田さん、地デジのアンテナ工事ありがとうございまし

た。次はテレビを買換えなければ。 

宮山宮山宮山宮山    光男光男光男光男    会員会員会員会員    

・３月６日、布川さんおめでとうございました。 

安安安安藤藤藤藤    賢一賢一賢一賢一    会員会員会員会員    

・昨年１１月より冬ごもりしていました。 

本日は暖かくなりましたので出て来ました。 

・先月末にセブンイレブン５号店ＯＰＥＮしました。 

 横浜鶴見市場東中店です。宜しく！！ 

石川石川石川石川    庸庸庸庸    会員会員会員会員    

・この度、スーパーマーケットを芝信金の隣へ、寿司店を

南天堂の隣へ移転いたしました。 

１０１年間続いて参った店舗を移し建物を壊すことは

胸にジンとくるものがありますが皆様これからも倍旧

のご指導、ご支援を宜しくお願い致します。    

武者武者武者武者    惠吾惠吾惠吾惠吾    会員会員会員会員    

・植田様、遠いところをお越し頂き有難うございます。 

 本日は卓話よろしくお願いします。 

牛山牛山牛山牛山    裕子裕子裕子裕子    会員会員会員会員    

・植田様の日経新聞の記事を拝見し、是非にも卓話を頂き

たいと思いＭＭ２１ＲＣの鈴木先生へご紹介をお願い

しました。本日を楽しみにお待ち申上げておりました。 

よろしくお願い申上げます。 

沼田沼田沼田沼田    直輝直輝直輝直輝    会員会員会員会員    

・先日は妻の誕生日にステキな花を頂き有難うございまし

た。 

渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

・植田様ようこそ！ロータリー原点である奉仕について卓

話を楽しみに又これからクラブ活動に活かしたいと思

います。 

竹田竹田竹田竹田    正和正和正和正和    副会長副会長副会長副会長    

・東京ＲＣ植田様ようこそ大師へ。 

 卓話よろしくお願いします。又、大変多額なニコニコを 

 ありがとうございます。 

鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    幹事幹事幹事幹事    

・東京ロータリークラブ植田新太郎様「振り返れば奉仕の

道」よろしくお願い致します。 

本日本日本日本日ののののニコニコニコニコニコニコニコニコののののテーマテーマテーマテーマ        「「「「振振振振りりりり返返返返ればればればれば奉仕奉仕奉仕奉仕のののの道道道道」」」」    

水口衛・小林勇次・横山俊夫・大藪善一・布野真治 

長倉連治・増田昌美・石渡勝朗・細谷重徳・伊藤佳子 

鈴木節夫・竹中裕彦            各会員各会員各会員各会員                                合計合計合計合計    ¥¥¥¥76,00076,00076,00076,000    

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    

社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会                                    竹中竹中竹中竹中    裕彦裕彦裕彦裕彦    小委員長小委員長小委員長小委員長    

・２月１９日に多摩川土手清掃を行ないました。当クラブ

から１２名参加、児童・生徒及び父兄参加が合計２１０

名と着実に事業として確立してきているのかなと感じ

ました。今後もよろしくお願い致します。 

・殿町小５年生が描いたポスターをさくらの木に掲示する

作業を３月２２日朝９時３０分殿町小に集合で行ない

ます。生徒が一生懸命描いたものです。掲示のお手伝い

をして見て頂きたいと思いますので参加を宜しくお願

い致します。 
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ローターアクトローターアクトローターアクトローターアクト委員会委員会委員会委員会                            武者武者武者武者    惠吾惠吾惠吾惠吾    委員長委員長委員長委員長    

当ローターアクトクラブの会員が８名となっております。 

この度増強という事で牛山新世代委員長ともお話をし、 

皆様のご子息・関係者・知合いの方でご紹介を頂きたく、 

お願いを申し上げます。現在 2590地区では 4つのクラブ 

しかローターアクトクラブがありません。川崎大師も頑張 

って活動したいと思いますので宜しくお願い致します。 

国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会                                            牛山牛山牛山牛山    裕子裕子裕子裕子    会員会員会員会員    

本日は代理で皆様をニューオリンズにお誘いしたいと 

思います。国際大会は 5月 21日～25日でございます。 

アメリカルイジアナ州ニューオリンズにて開催です。 

費用ですが登録料が 3万円位、旅費がニュウヨーク経由で 

1週間 27万 8千円のプランを組みましたので多くの方の 

参加をお待ちしております。国際奉仕委員長もしくは 

私までご連絡を下さい。 

出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会                                                    岩﨑岩﨑岩﨑岩﨑    寛寛寛寛    委員長委員長委員長委員長    

メークアップのご連絡です。 

メールもしくはＦＡＸにて 3月 4月のメークアップ情報を 

お送りいたしました。是非メークアップを宜しくお願い 

致します。 

新睦活動委員会新睦活動委員会新睦活動委員会新睦活動委員会                                        長倉長倉長倉長倉    連治連治連治連治    委員長委員長委員長委員長    

3月 30日移動例会（お花見）の出欠の返事をまだださ 

れていない方が多数降ります。当日は芸者さんもきますの 

ので多くの参加をお待ちしております。 

卓話卓話卓話卓話    

卓話者卓話者卓話者卓話者のののの紹介紹介紹介紹介                                                白石白石白石白石    浩司浩司浩司浩司    会会会会員員員員    

植田 新太郎 様 

ウエダジュエラー 会長 

東京ＲＣ 

1974年 5月 入会 

2002－2003  会長 

東京商工会議所シニアクラブ所属 

東京アメリカンクラブ所属 

 

 

 

「「「「振振振振りりりり返返返返ればればればれば奉仕奉仕奉仕奉仕のののの道道道道」」」」  植田 新太郎 様 

 

表題は昨年 10月 15日付の日経新聞文化欄への寄稿文の 

タイトルから引用しました。というのも、この寄稿文が 

当クラブ会員のお目に留まり今日の講演に繋がったから 

です。 

実は私が 1974年に入会した東京ロータリークラブは、 

昨年 10月に創立 90周年を向かえましたが、クラブ会員 

の中に日経新聞の役員と O.B.が複数おられたことから、 

今回の取材依頼がクラブに入り、理事会の協議で在籍年数 

が古く且つ会長経験者ということで私に役割が巡って 

きました。文中にある東京ロータリークラブの歴史を 

ここでお話しするには時間がとても足りませんので配り 

ました資料をご覧願います。そこで今日は東京ロータリー 

というわが国最古で最大のクラブの特徴とその奉仕の 

歩みについてお話を進めたいと思います。 

皆様ご承知のように東京ロータリークラブは 1920年、 

当時三井銀行の重役であった米山梅吉さんとシカゴロー 

タリー会員の福島喜三次さんと運命的出会いが発端で 

誕生しましたが 24名の創立メンバーが大企業の重役 

クラスに集中していたため、当初のクラブ運営は幹事役の 

北島亘さんが有給で事務局を兼務され以来通常運営は 

事務局が支えるようになりました。 

メンバー数は 330名余、内約 30%が上場企業の役員及び 

その O.B.、25%がオーナー企業、その他学校法人、公認 

会計士、監査法人、法律事務所、医療法人、宗教法人、 

財団法人、文化人、指揮者、設計事務所の代表など多岐に 

亘っています。 

上場企業の役員経験者が他のクラブに比べて多いことか 

ら入会時の年齢が 60代後半から 70代、中には 80過ぎて 

の入会もありその結果平均年齢が 70歳前後と高止まりし 

ています。ただしオーナー企業の後継者の入会は 30代か 

らあるため、最年長 96歳から最年少 30代までと年齢差も 

大きくなっています。 

例会出席率はホームクラブ平均が 60%、メークアップ後 

平均で 70%と芳しいものではありません。 

これは大企業の役員が多忙の為メークアップする時間的 

余裕が無いことに一因があるようです。 

一方専門職やオーナー企業の代表者は概ね出席率が高く 

中には 45年連続皆出席というメンバーも居られます。 
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又、親子 4代に及ぶ会員も 2組あり、90年という年輪を

感じさせます。 

 

 

 

 

 

 

理事会構成メンバーは会長・会長エレクト・副会長・直前

会長・会計・会場監督・幹事・副幹事 2名と 7人の理事合

計 16名です。そして 7人の担当理事が合計２６の委員会

を統括しています。 

会員は新しい年度が始まる三ヶ月ほど前に自分が所属し

たい委員会を 26の中から二つ優先順位を付けて事務局に

届け、夫々委員会の定員を考慮しながら所属を決定してい

ます。会員数が 330名余と多いことの最大メリットは財政

的に余裕が生まれ、丸ビルの事務局に 3~4名のスタッフを

抱えて事務作業をおこなっていることと一般のクラブで

はその殆どを運営費に充てているニコニコボックスの収

入は東京ロータリーでは年間 400万円ほどを見込めるの

で世界社会奉仕や社会奉仕、地震や台風などの災害援助金

として活用できることが挙げられます。 

東京ロータリーの奉仕活動の発端となったのは、1923年

の関東大震災発生直後からアメリカ始め世界各国のロー

タリーから寄せられた 8万 9千円という当時としては多額

の儀損金を戦災孤児や被災者の為の施設(ロータリーの家)

の建設や被災した小学校や産婦人科再建の為の寄付、殉職

警察官遺族への援助などを行なったことです。 

その後は創立 50周年記念事業となった北の丸公園他ハナ

ミズキの植樹などがありますがその集大成が 1998年徳増

ガバナーの公式訪問で地区内クラブに提唱された人道目

的の地雷除去支援に対し 2年の研究期間を経て 2000年よ

り本格的に動きだしたカンボジアに於ける地雷除去活動

で総額 1億 5千万を投入し 10年間で 130万平米の土地を

浄化し 2万 6千人の住民が地雷の恐怖から解放されました。

もう 1つの国際貢献事業は、何といっても米山奨学会の設

立です。1952年に米山梅吉さんの功績を記念して東京ロ

ータリーに米山記念奨学基金が設立され最終的には 1957

年に全国的事業とすべく米山奨学委員会が発足、現在では

わが国最大の私的奨学会に発展しています。 

奨学会については別途資料をご覧頂きたいと思います。 

最後にロータリーの今後の展望について私見をお話した

いと思います。現在 RI加盟国のなかでアメリカ・日本・

カナダ・オーストラリアなどの経済先進国は 10年以上前

から会員の減少傾向が続いています。これは長期に及ぶ世

界的な不況の影響や RIの行き過ぎた会員増強の姿勢もそ

の一因と言われています。一方でロシアを代表として東欧

諸国のロータリークラブにはこれから発展する余地があ

るのと中国で何時頃ロータリークラブが 

誕生するか、その起爆剤に米山学友が 

なり得るのかを注目しています。 

又、国の財政悪化を受けて 

‘民でできることは民で’ 

という流れの中、そして国が 

やり切れない部分をカバーする 

という意味でもロータリーを始めとするボランティア団

体の果たす役割はますます大きなものとなる可能性を感

じています。平均年齢が 70歳前後というと一般的には高

齢者とかご隠居さんと見られがちですがロータリーでは

お話したように役員として積極的に奉仕活動に関わって

いる会員が多く見受けられるのは健康で時間的にも余裕

がありそれなりの収入を約束されているロータリアンは

高齢社会での理想的な生き方のモデルであるように受け

止めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3333 月月月月 23232323 日日日日（（（（水水水水））））はははは休会休会休会休会ですですですです。。。。    

おおおお間違間違間違間違えのえのえのえの無無無無いようにいようにいようにいように！！！！！！！！ 

 

次回次回次回次回 3333 月月月月 30303030 日日日日（（（（水水水水））））    移動例会移動例会移動例会移動例会    

夜間お花見例会 

場所：恵の本 

点鐘：18:00 

 

クラブ会報委員会：村石庄作・水口衛・秦琢二 
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平成 23年 3月 6日  日航ホテルにて 


