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第1954回（本年度　第42回）例会　平成25年5月22日　－晴れ－

●司　会　　清水　宏明ＳＡＡ
●点　鐘　　横山　俊夫会長
●斉　唱　　我等の生業
　　　　　　　　　ソングリーダー　須山　文夫委員長

卓話者のご紹介　　　　　　　　　　　横山　俊夫会長
中村　孝会員
牛山裕子会員

会長報告　　　　　　　　　　　　　　横山　俊夫会長
・川崎百合ヶ丘ＲＣより創立35周年記念に出席した際の
　お礼状が届いています。
・島岡会員にマルチプルポールハリスフェローバッジ
（3回目）が届いています。

・白石会員にクラブより火災お見舞い
白石会員
　皆様・近隣の方々には本当に迷惑をおかけいたしまし
て申し訳ないです。火災の恐ろしさを痛感いたしました。
皆さんにご迷惑をお掛けましたし道義的責任も重く10キ
ロくらい痩せました。お客様にも早い復旧で社員一同一
丸となって頑張っております。長い目で皆様宜しくお願
い致します。増田解体の増田さん、三友環境の船木さん
には仕事上で協力していただき本当に有難うございまし
た。今後はロータリークラブにこれるように頑張ります。

幹事報告　　　　　　　　　　　　　　矢野　清久幹事
・地区大会記録誌が届いています。（メールＢＯＸ）
・第一グループ例会案内（回覧）

メークアップ
　林会員、竹田会員、渡辺会員

スマイルレポート（ニコニコボックス）
　　　　　　　　　　　　　　　　　岩井　茂次副会長
船山　昭三会員
　体調がすぐれませんので途中で退席させてもらいます。
卓話者の方には失礼ですが

竹中　裕彦会員
　ファイナンシャルプランナーとして、お客様からの問
合せに答えられなくて困っております。どなたかタイム
マシーンを貸して下さい。

沼田　直輝会員
　牛山さん先週は卓話ありがとうございました。中村さ
んの楽しい卓話に期待して、ニコニコたくさん入れさせ
て頂きます。

牛山　裕子会員
　5月19日（日）米山奨学生の研修に同道して、米山梅
吉記念館、箱根湯本、芦ノ湖から小田原城まで巡りまし
た。当クラブでお世話している白　玉香さんは興味を持
って、私は質問攻めにあいました。

矢野　清久会員
　中村さん、牛山さん、卓話宜しくお願い致します。

小林　勇次会員
・増強委員会参加の皆様、有難うございました。
・牛山さん中村さん卓話楽しみにしています。

横山　俊夫会長
　中村会員、牛山会員卓話宜しくお願いします。

岩井　茂次副会長
　20日の「増強委員会」にご参加いただきました鈴木幹
久委員長、船山さん、野澤さん、嶋崎さんお疲れ様でし
た。小林さんお世話になりました。横山会長、ご馳走様
でした。

出席報告　　　　　　　　　　　　　　石渡　利治会員
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本日のニコニコのテーマ　
中村　孝さん、牛山さん　卓話宜しくお願い致します。
　渡辺冨士夫会員、鈴木　昇二会員、島岡　栄基会員、
　野澤　隆幸会員、増田　昌美会員、鈴木　幹久会員、
　細谷　重徳会員、秦　　琢二会員、中村　眞治会員、
　石川　　庸会員、飯塚　元明会員

委員会報告

　　　　　　　　　　規定委員会　　細谷　重徳委員長

　今迄、理事会で規定の見直しをやって参りました。

（定款18Ｐ）第3条　第6節　会場監督

　会場監督（ＳＡ）の任務は本クラブの例会進行を管理

し、その他通常の職に付随する任務及び会長または理事

会によって定められる任務とする。

（変更　追加）

　又、会場監督は副会場監督を複数名、設けることがで

きる。

（Ｐ23）第8条　第2節　同好会

　この委員会は本クラブで現在活動しているゴルフ同好

会、写真同好会、草野球同好会とクラブとの連絡調整を

目的とする、また今後新たに立ち上げ同好会とクラブと

の懸け橋になる事を目的とする。

（変更）

　この委員会はゴルフ同好会、写真同好会、草野球同好

会等の同好会と密に連絡調整をとりクラブの活性化と会

員の増強に寄与し、また今後新たに立ち上げ同好会とク

ラブとの連絡調整を目的とする。

（規定Ｐ24）第8条　第3節　職業奉仕委員会

　職業指導委員会、職業に関する高い倫理基準を重視す

るロータリーの考えを広め、自己の職業上の専門知識や

技能を社会の問題やニーズに役立てるため、専門知識能

力の養成を支援し、かつ職業をボランティア活動に生か

したりするための指導をする。特に青少年に機会を開く

ように努める。

（改定）

　職業情報委員会、すべての取引のおける高い倫理基準

を保ち、あらゆる有用な職業の価値を定め職業を通じて

社会の奉仕に理念を実践するため広く深く職業に関する

情報を学ぶ。

第8条　第5節　国際親善委員会

姉妹クラブ委員会

　この委員会は本クラブ姉妹クラブの集結をしている台

湾台北西門ＲＣ、韓国ソウル漢城ＲＣ、エクアドルマン

タＲＣ、および当友好クラブに集結して営業宮城県佐沼

ＲＣとの窓口としての役割を持つものと、新たに他ＲＣ

との集結ならびに解除等を意見具申するものとする。

（変更）（マンタＲＣは除外されるという事になってお

ります）

　この委員会は本クラブ姉妹クラブの集結をしている台

湾台北西門ＲＣ、韓国ソウル漢城ＲＣ並びに宮城県佐沼

ＲＣとの交流窓口としての役割担う、また新たに他ＲＣ

との集結ならびに解除等を意見具申するものとする。

第8条　第7節　その他の委員に審議委員会としての追加

未来計画推進委員会

　本委員会設置の目的は、相互に情報を共有しながら単

年度の良さも残しつつ、クラブの歴史と伝統を尊重し時

代のニーズに合った変革とクラブの未来を見据えて魅力

あるクラブ作りを目指すものである。

　本委員会は２代前会長・直前会長・現会長・会長エレ

クト・会長ノミニーの５名で構成されただし会長ノミニ

ーが決定されるまでは４名とし、委員会委員長は直前幹

事、本委員会は３年から５年にわたる戦略計画を立てる

ことによってクラブのビジョンを招き現会員と新会員候

補者が望むような計画・立案･施行に力を注ぐものとす

る。本委員会の提案事項は次年度理事会、現理事会によ

り初めてクラブ決定事案とする。

Ｐ29　慶弔に関する内規

　慶事→葬儀に訂正

　花輪一基→花輪または生花一基

　これは理事会に承認されたものです。皆さんの例会で

承認をしていただきたいと思っております。ご質問がご

ざいましたら挙手願います。

無いようですのでご承認される方は拍手をお願いします。

（拍手）拍手多数で本件は承認・可決されました。

　　　　　　　　　社会奉仕委員会　沼田　直輝委員長

　6月5日　川崎区貝塚　聖クララ幼稚園にて　ふれあい

移動動物園を行います。皆様の参加をお待ちしておりま

す。車でお越しの方はあらかじめ事務局までご連絡をお

願いします。

　　　　　４０周年実行委員会　石川　庸副実行委員長

会計の途中経過の報告

　収益の中から残った分で記念誌を作成しようと考えて

いましたが、費用６０万円が何とか手配できましたので

記念誌の発刊は今進めております。実行委員会と理事会

でお諮りしていますが、４０年の歴史をＣＤか纏まった

物にとっておいた方がいいのではないかという提案があ

り、それを作成するのにはまた６０万円かかる、横山年

度でどれくらい協力をいただけるかという事でGoサイン

が出来るか出来ないかという状況です。現在収入の中で

記念誌までは発刊できる状況になっています。

　　　　　　次年度よりご案内　清水　宏明次年度幹事

　受付に次年度のロータリー手帳が置いてあります。皆

さん是非持っていただきたいと思います。

2013年5月29日　発行
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会員卓話

中村　孝会員

イニシエーションスピーチ　

　私が生まれましたのは昭和４４年４月のことです。そ

の日は４月半ばに関わらず雪が降ったそうです。当時は

瀬谷に住んでいましたが、幼稚園に上がる頃に父が京町

に会社を立ち上げました。それを機に父親の実家がある

栄町に移ってきました。

　宮前小学校に上がりそこで沼田少年と出会うわけです。

受験に失敗し富士見中学に入学しました。当時富士見中

は非常に荒れており、えらい学校に入ってしまったなと

いうのが私の印象でした。慣れというものは怖いもので

いつしか勉強を一切しない子どもになっていました。テ

ニス部に入りましたが殆どいかず、入れる高校もないの

ではないかと思っていましたが大師高校に入る事ができ

ました。出来て３年目の新設校でした。これからレベル

を上げていこうという校風の中、中学時代同様おちゃら

けていた私は風当たりが強かったのを覚えています。

　その後、社会に出てさまざまな職につきました。トラ

ックの運転手・助手、美容関係の営業等長続きはしませ

んでした。

　今後の人生を考え海外へ行こうと決め、当時乗ってい

た車を売った１００万円を握りしめて、家族や友人には

もう帰らないと啖呵を切り、なぜかハワイに行きました。

なぜハワイかというと一番日本語が通じそうだと思った

のでしょう。ろくな計画も立てずに行ったものですから

夢破れて３ヶ月で帰国しました。

　その後父の友人の不動産会社に修行に行きましたが、

1991年バブルがはじけて会社も傾いてしまいました。

　手に職をつければ何とか食っていけるのではないかと

考え、内装業の修行に出ることになりました。そののち

独立をして父の会社の城南ハウスリフォーム部として動

き出しました。

　

27歳で結婚し、現在15歳の長女と妻と3人暮らしです。

今から7～8年前に、父が引退するという事になり私と同

業であった中学の後輩2人を誘い3人で動くようになりま

した。

　顧客も増え、仕事も増えて現在は6人で活動していま

す。壁紙の施工が主な職業としています。カーペット、

クッションフロワー、カーテン、ブラインド等々、新築

リフォーム問わずやっております。

　皆さん何かございましたらご相談ください。見積は無

料です。

　趣味はジェットスキー、オートバイのレース、野球、

アイスホッケー、ゴルフなどいろいろやってきました。

腕前はどれも大したことありません。狭い家は私の趣味

の道具で一杯になり、妻に何とかするように言われ現在

はゴルフのみになっています。

　大師の野球チームのユニフォームの領収書を妻に見つ

かりまたかとかなり呆れられました。これから公私とも

に皆さんにはお世話になる機会があるかと思いますがよ

ろしくご指導ください。

牛山　裕子会員

オリエンテーション

　どうやったら会員増強できるのか。やめないで頂ける

のか。次年度のクラブ奉仕委員長の立場で、既にあれこ

れと考えております。

　その一つのツールが皆さまのお手元にありますようこ

そ「川崎大師ロータリークラブへ」というものです。

　私は2001年の今頃だったと思いますが、横浜ＲＣが２

７年ぶりに「子クラブを作りたい」と「女性を入れて夜

のクラブだ」と「お前手伝え」と言われました。皆様ご

存じの次のガバナーノミニーの箕田さんたちに誘われま

して、上野運輸の上野さんに口説かれ、そんな気になり、

メンバーをどうするのかと思っておりましたら横浜クラ

ブが一生懸命集めてくださり2002年の2月に横浜ベイＲ

Ｃというのを旗揚げ致しました。

　その時の会員が20数名、とにかくロータリーを分かっ

ているのは私ともう一人交換留学生で行っていた方との

2人だけだった。

　どうやって説明したらいいのか、横浜クラブの方々は

とにかく難しいことをおっしゃるわけです。ロータリア

ンになったばっかりの人達にはロータリーが何だかわか

らない？

　ロータリーって楽しいんだよねという事を分かっても

らおうと思って作った（だいぶ内容は違いますが）それ

を多少下敷きにしてありますけれど、私がだいたい4分

の1世紀ロータリアンをやっていて、ロータリアンボケ

していて初めの頃何が必要だったのかという事が分から

ないのですが、これを作っていていろいろ思い出したこ

とがあります。
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　 初に私が不思議に思っていたのは、なんでこのロー

タリーのバッジを付けていくと全然知らない人でもニコ

ニコ握手して下さる。

　日本の国の中でもそうでした。なんで大の男が 初に

歌を歌うのかなと、これもとっても不思議でした。アメ

リカの場合は家族で例会に来るのです。遠くから来ます。

何時間もどこで点鐘してどこで終わったのかわからない

ほど長くやっている。そんなロータリーも見てきました。

　とにかく日本のロータリークラブはどうあるべきか？

という事をいろいろ考え見ました。今回は川崎大師ＲＣ

に7年位いますがだいたい見えてきたので、とにかくこ

のクラブではどうしたらいいのか。まず入っていただく

前にロータリーを知って頂くのはどうしたらいいかとい

う事で、新入会員の皆様へ　入会式の前にお目通し下さ

い。

　ロータリーとは何なのか？ロータリーの目的、皆様ご

存知かと思いますが、ロータリーの綱領というのがござ

いました。

　2012年11月に新たに日本語訳されました。ロータリー

の目的とタイトルが変わりまして今年のロータリーの友

の1月号にロータリーの目的として1～4迄書いてござい

ますので、後でお目通し下さい。ロータリーの起源ポー

ルハリスが友人三名と創めたという事を書いておきまし

た。

　ロータリーという名前はどこからきたのかということ

を書いておきました。ロータリーは車輪が徽章になって

いるのかは非常に細かく書きました。

　日本のロータリーの略史として1920年に東京クラブが

出来ました。そのあと大阪・神戸・名古屋・京都そして

日本で6番目のクラブが横浜ロータリークラブ、これは

1927年6月に誕生しております。

　どこへ行っても日本のロータリーは1940年に脱会した

といわれますがそうではないはずなんです。日本の6ク

ラブは全部解散しているはずなんです。

　新たに1949年3月にクラブを新たにつくりあげて復帰

をしているというのは表向きの話です。ご存じの方もい

らっしゃるとは思いますが実はロータリーは英語を使う、

敵国語を使うという事もあり、戦争中は活動を制限され

ていたようです。この奉仕の心のある方々は続けていき

たかった。ですから脱会した、という形で解散しました

と表向きいいながら奉仕活動を続けていたと私は聞いて

おります。

　川崎大師ロータリークラブこれは私は新参者で何も申

し上げる事ができないのでこのクラブにつきましては、

どなたかが解説書を作って下さる、来週卓話が頂けるの

と思いますのでそこに巻きたいと思います。

　会員の資格ですが、だれでも会員になれます。

　ロータリークラブは非常に格式があって会社の経営者

でなければなれない、○○の先生でなければなれないと

いうことではなく皆様それぞれが職業人として専門職に

あればロータリーアンになれる。会社の決裁権のある法

人の立場にいる方であればなれますので会員増強の時に

そのあたりをお忘れなくお願いをしたいと思います。

　会員の皆様へ新会員へは情報として今までいらっしゃ

る会員の皆様は川崎大師ロータリークラブを再認識して

頂きたいと思い書いてみました。

　 初の所は皆様ご存じのことしか書いておりません。

毎年の活動計画書の部分を引き写しただけです。例会場

でどうしますか？

　すでにクールビズの季節に入っております。本来クラ

ブによっていろいろおっしゃるようなんですが、私の持

論です。職場で働いている服装で例会にいらっしゃるの

が一番いいのではないでしょうか。というのはロータリ

ーの例会というのは昼間、仕事の合間のたった一時間、

スーツに着替えるのが無理であれば自分の仕事着でどう

ぞということになるかと思います。

　ただロータリーバッチだけはお忘れにならないでくだ

さい。クラブによっては罰金というクラブもございます。

なぜロータリーバッチが必要かといえば、バッチをつけ

ることによって国際ロータリーの一員であるという気概

が充実すると私は思います。

　受け付けですが、このクラブでももう少し考え直さな

いといけないかと思うのですが受付はロータリーの顔な

んです。特にお客様がいらした時には皆さまが笑顔でア

ットホームな雰囲気でお迎えをしたいと思います。

　それぞれの会員については必ずいらしたら各会員個人

のポストをご覧になってください。その中にお知らせも

入っておりますのでお忘れなく取り出して頂きたいと思

います。

　原則として親睦委員、出席二本お迎えいたします。他

クラブのビジター、よそから卓話してくださる方がいら

っしゃった時には本当に歓迎していただいた、できれば

握手していただければと思います。

　ニコニコボックス、何のためにあるんですかというこ

とをここに書きました。皆様が嬉しかったこと、感謝の
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　本来ロータリーは変化のない歴史のある普遍的なもの

でありますが、時代時代に応じて臨機応変かわっていく

ところもありますのでどうぞ地区の行事にも出席をして

頂くようお願い致します。

　会費について、次の年度かわるかもしれません。あく

までもたたき台です。皆様にここに何を加えていただく

のか、何を削除していくのかそれぞれご検討をいただい

て、川崎大師の会員増強に役立つ、ようこそ川崎大師ロ

ータリークラブへという心を込めたご案内ができればと

思います。

本日はありがとうございました。

卓話御礼　　　　　　　　　　　　　　横山　俊夫会長

　中村会員、牛山会員有難うございました。

　中村会員は入られたばかりで、こういった場で話すこ

とは苦手だということでしたが、沼田会員と親しいのは

聞いておりましたが、知っている仲間がいることはホッ

とするようなところがあるでしょう。先程いろいろな趣

味がありましたが色々片づけていって領収書が見つかっ

てしまったという話がありましたが、実はスケジュール

確認で集まった時にすでに背番号「6」で決定しており

ました。市民大会が初デビューになるのではないでしょ

うか？

　草野球同好会も守備争いが厳しくなってきたというこ

とでしょうか。これから楽しみたということでしょうか。

野球、ゴルフを通じてお互いの親睦、ほかのクラブとの

交流が出来るというのもロータリーの大事な位置づけで

ございます。これからもどうぞ頑張って下さい。

　牛山さんの新入会員に向けたという冊子になっており

ます。

　気軽にポケットに入れて常に確認が取れるという事で

今後もこのサイズで製本になると思いますが、内容がよ

くまとまっていると思いますしまた不都合があればどん

どんいいものに変えていくという事で今後に役立てるよ

う期待しているところです。

　本日はお二人ありがとうございました。

気持ちを入れていただくというのがニコニコボックスで

す。ただしニコニコボックスに入れていただく金額、目

安は1000円以上です。誕生日のお祝いがあった時にはも

う少し入れていただけるとありがたいかと思います。こ

れは奉仕活動の貴重な財源ですのでご協力をお願いした

いと思います。

　テーブルで毎回同じ顔ぶれで、お座りになりますがで

きればたまには違う顔ぶれの方とお座りいただければ親

睦につながるのではないかと思います。

　例会の時間、これは読んでいただければお解りになり

ます。お互いの呼び名でございますが私がアメリカにい

たときに、さんも君もなければニックネームだけで呼び

合っている中で慣れましたのでこちらに戻り横浜ベイロ

ータリークラブができた時に本当に呼び名について驚い

たんです。○○先生、周りにいる人みんな社長と呼ぶん

です。できるだけ固有名詞で呼んでいただければいいの

ではないかと思います。

　不思議だった、ロータリーソングです。国際ロータリ

ーで編集した歌曲集の中に歌うクラブはよいクラブ、歌

うクラブは友好的、歌う親切なクラブと書いてあります。

その中にはその国の国歌や民謡も含まれているんです。

日本の国歌はどんなのかちらっと伺ったら「君が代」が

のっているとおっしゃった方がいました。どなたかが確

認を下さい。いつもソングリーダーもいつも同じ方がさ

れていますが、音楽ちょっと好きな方ならどなたでもで

きると思うので立候補いただければいいかと思います。

　メイクアップです。特に新しい方、うちのクラブだけ

でなく他のクラブもみてきていただけると、こんなクラ

ブある、あんなクラブもあるということでおわかりにな

るかと思います。ここに典型的な東京クラブ、横浜クラ

ブを載せておきました。非常に重みがある日本のロータ

リークラブの例会ということを理解できるクラブであり

ます。

　次に奉仕活動です。当クラブもどちらも5大奉仕どれ

もおなじであります。このクラブとしては社会奉仕、国

際奉仕、等々ではそれぞれのクラブの長所をいかせれば

いいと思います。

　地区の活動です。例会に出席していればいいというこ

とではなく非常に重要な活動です。どなたでも参加でき

る地区大会、ＩＭ、地区協議会、次年度のクラブの理事

役員が出席する会ですが、ロータリアンとして研修する

プログラムが沢山ありますので出席して頂き、できれば

後の懇親会までお付き合いをいただきたいと思います。

ロータリークラブを学ぶことにもなり、それ以上に1年

間かけて準備している当番クラブへの感謝の気持ちもも

って出席をしていただきたいと思います。

　ロータリークラブはそれぞれ会員の理解の仕方、関わ

り方だと思いますが、新しい方の方が不思議な所、おか

しな所、指摘できる所が出てくるのかと思いますで積極

的に発信をして頂きたいし、意見を言っていただきたい

と思います。
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秦　琢二／竹内　祥晴／小泉　知寛
クラブ
会　報
委員会

◇ロータリークラブ奉仕月間　会員卓話

卓話者：大藪　善一会員

テーマ：古事記第２話『ヤマトタケル』

日時：平成２５年６月５日(水)は通常例会です。


