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第 2019 回（本年度 第 13 回） 例会 平成 26 年 10 月 1 日   雨 

  

●司会             飯塚 元明 ＳＡＡ 

●点鐘               竹中 裕彦 会長 

●斉唱  ♪ソングリーダー    石渡 利治 会員

「君が代」「奉仕の理想」 

本日のゲストの紹介         竹中 裕彦 会長 

一般社団法人 神奈川県トラック協会 

                  和泉 康一 様 

 

卓話者の紹介     小林 勇次 プログラム委員長 

鈴木 幹久 会員 ・ 野沢 隆幸 会員 

来訪ロータリアンの紹介    横山 俊夫 親睦委員 

川崎ＲＣ              市川 洋治 様 

 

今週の花言葉         横山 俊夫 花委員長 

ネリネ    花言葉・・・[かわいい] 

ギリシャ神話の水の神［ネリネ］からつけられた。 

伸ばしてきた葉茎の先端に彼岸花に似たピンク色の花を 

咲かせる。花びらに光が当たると宝石のようにきれいに輝 

くことから・・・ダイヤモンドリリーとも言う 

 

 

会員入会祝 

野沢 隆幸 会員      １９９０年１０月１７日 

倉成 保巳 会員      １９９９年１０月２０日 

石渡 利治 会員      ２０００年１０月 ４日 

須釜 賢治 会員      ２００８年１０月２２日 

会員誕生祝 

林  鶴 会員・小泉 敏和 会員・布野 真治 会員 

奥様誕生祝 

鈴木 幹久 会員奥様           晋子 様 

炭谷 博功 会員奥様           厚子 様 

久保 博和 会員奥様           静江 様 

小林 勇次 会員奥様           充代 様 

船木 幸雄 会員奥様           幸子 様 

渡部 潤  会員奥様          由美子 様 

例会日：毎週水曜日 ＰＭ１２：３０

 
 

URL http://kawasakidaishi-rc.com/   E-mail:daisi-rc@eagle.ocn.ne.jp 

 

 

例会場：大本山川崎大師平間寺信徒会館

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Daishi_bashi_night.jpg
http://kawasakidaishi-rc.com/
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会長報告          竹中  裕彦 会長 

１．地区より要請がありました広島豪雨災害義援金は、募

金箱を回覧させて頂き 33,000 円となりましたので送金し

ております。 

２．東海道かわさき宿交流館より、8 月に来館 5 万人とな

り来年 1 月の開館 1 周年を記念し浮世絵展を 10 月 4 日～

26 日に開催とご案内を頂いております。 

３．第 48 回神奈川県ロータリアン親睦テニス(上野杯)の

ご案内が来ております。 

４.昨日布野会員から連絡があり、「先週金曜日に熱川温

泉病院を退院し、自宅に戻りました。早期に例会へ出たい

です。」と連絡を頂きました。 

５．ゆずりは園の広報誌第５０号を回覧いたします。 

 

幹事報告             岩井 茂次 幹事 

１．ガバナー月信 4 号をお配りしております。髙濵さんが

載ってます。 

２．米山月間にあたり豆辞典の最新版を配布します。 

３．９/２６地区補助金事業のリアル交通安全教室で配布

しましたＤＶＤをまだお持ちでない方はお持ち帰りいた

だき、会社、ご家庭でご活用下さい。 

４．１０月のロータリーレートが１０６円になりました。 

Ｒ財団関連お預かり分は９月下旬に送金済みです。 

５．他クラブ例会変更の案内が届いております。今回は各

クラブ移動例会が多いので是非ご活用下さい。 

６．本日第４回定例理事会が１３：４５よりこの例会場で

ございます。理事、役員の方出席をお願いします。 

 

 

 

出席報告          前田 良賢  出席委員長 

会員数 対象者 出席 欠席 出席率

2019 回 57 49 34 15 69.39 ％

2017 回 57 46 29 17 63.04 ％

4 修正出席率 71.74 ％前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　  

メークアップ 

安藤 賢一・増田 昌美・坂東 保則・永松 慎太郎 

                     各会員 

 

 スマイルレポート(ニコニコボックス)  

坂東 保則 副会長 

中村 眞治 様 

公式訪問では増田・高濵さんＧ線上のアリア他「おもてな

し」ガバナーになり代わりまして、厚く御礼申し上げます。 

野球部会出席の皆様お疲れ様でした。神奈川、全国大会ヨ

ロシクお願い致します。 

竹中 裕彦 会長 

① 岩井さん復活おめでとうございます！徐々に体を慣ら

していってください。 

② トラック協会和泉部長、本当にお世話になりました。

お陰様で、無事社会奉仕事業を遂行出来ました。 

③ 鈴木幹さん、野澤さん、卓話楽しみにしております。

宜しくお願い致します。 
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岩井 茂次 幹事 

約３ヶ月ぶりの出席です。今後は体調に気を付けて頑張り

ます。皆様よろしくお願いいたします。 

野澤 隆幸 会員 

今月は私の入会月です。今年入会 25年になります。いろ

いろお世話になっております。 

鈴木 幹久 会員 

75 年の人生をふりかえる機会を与えていただき、ありがと

うございます。 

牛山 裕子 会員 

寺尾様、先週はご一緒させて頂きましてありがとうござい

ました。「友達の友達は友達です」これからも宜しくお願

い致します。 

竹田 正和 会員 

① 鈴木（幹）さん、野澤さん本日は卓話よろしくお願い

します。楽しみです。 

② 岩井幹事の復帰を祝す！！ 

③ 私事ですが少しだけ飲めるようになりました。ご心配

をおかけしました。 

小林 勇次 会員 

鈴木（幹）さん、野澤さん本日の卓話楽しみにしています。

宜しくお願い致します。 

岩井幹事ご帰還おめでとうございます。 

安藤 賢一 会員 

① 船山さん秋の味覚楽しみました。有難うございました。 

② 遠藤さん、先般はとんだ所でお会いできました。 

③ 和泉部長（神トラック）有難うございます。 

須山 文夫 会員 

岩井さんおかえりなさい 

本日のニコニコのテーマ 

鈴木幹久会員・野澤隆幸会員本日の会員卓話宜しくお願い

致します。 

中村 眞治・坂東 保則・船山 昭三・水口 衛・ 

鈴木 昇二・増田 昌美・髙濵 玲奈出井 宏樹・ 

島岡 栄基・永松 慎太郎・大藪 善一・遠藤 悦弘・ 

宮沢 和德・石渡 利治・布川 二三夫・前田 良賢・ 

横山 俊夫・伊藤 佳子        各会員 

委員会報告 

米山奨学事業委員会  鈴木昇二委員長 

10 月は米山月間に当たり、今年度当クラブでお預かりして

いる奨学生はございませんが 

日本全国で 700 名以上の奨学生をお預かりしています奨

学生のためにも、皆様の温かい寄付のお願いを致しますの

で宜しくお願いいたします。 

社会奉仕委員会  水口 衛委員長 

9月 26日(金)川崎大師平間寺祈祷殿駐車場にてスケヤード

リアル交通安全教室を開催し 

その時の模様が当日 11時 30分からのフジテレビニュース

にて放映されたものを、プロジェクターにて映像を流しま

すのでご覧ください。 

当日は川崎大師中学全生徒約 600 名、地域の方約 100 名の

方がご参加していただきました。また川崎大師平間寺の
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方々にはご協力いただきありがとうございました。 

職業奉仕委員会  大藪善一委員長 

来週 8 日の移動例会のご案内を再度行います。 

13 時信徒会館前を出発の予定です。そのまま懇親会会場・

終了後再度信徒会館まで戻ってきます。皆様にお断りが１

件ございます。工場見学の際、参加者の会社名、お名前を

事前に届け出なくてはなりませんのでご理解のほど宜し

くお願い致します。 

第 2590 地区ガバナー補佐  中村眞治様 

先週当クラブを含め 3 クラブの訪問を終え、公式訪問が残

り１つとなりました。 

これから 2590 地区最大のイベント地区大会がひかえ準備

に追われております。 

当クラブでは、盛大なお出迎えを受け感銘しております。

ガバナーに代わり御礼を申し上げます。 

親睦委員会   横山俊夫親睦委員長代理 

来週 8 日、職場訪問後の懇親会が横浜ロイヤルパークホテ

ルにて行われます。 

バスで移動の方は大丈夫ですが、懇親会会場に直接向かわ

れる方は今一度ご確認をお願い致します。会費に関しまし

ては、当日集金となりますので宜しくお願い致します。 

                  

 

 

 

 

本日の卓話              鈴木幹久会員 

1939 年(昭和 14)8 月 10 日愛媛県は渥美半島に位置する渥

美郡赤羽に生まれた。父親の仕事の関係で、朝鮮（今の北

鮮）を始め 4 つの小学校を転校する多感な子供であった。 

特に北鮮からの引き揚げ（実際は逃避行）は両親と別れ

生死を分ける厳しいものであった。今 75 年の人生を振り

返るとき、学生時代に東京理科大学で理学と柔道を学び、

卒業後 200ドルを持っての単身アメリカへ渡っての生活が、

その後の人生に大なる影響を与えたような気がします。 

 柔道を通しては、アメリカ生活を含め、多くの友人を得、 

特に人格形成においては練習や試合を通じて闘争心を持

つ一方、謙虚、思いやる気持ちを持たざるを得なかった。 

 現在、講道館 4段、国際武道連盟 6段を保持しながら大

学柔道部の相談役を務めている。 

 また仕事面においては、帰国後ファイザー製薬に就職、

5 年後父の会社に移る。理学（特に科学）を通しての探究

心があったがこそ、父からの家訓「変毒為薬」の精神、つ

まり毒を変じて薬と為す、もあって今日の日本醗酵飼料の

礎になっている。つまり食品産業から発生する副産物を酸

素による分解手法により新飼料、肥料の開発、微生物の利

用による醗酵方法による人口栽培きのこの生産や各種畜

産物への応用と活用、更に現在、環境改善への事業として

除菌消臭剤の製造販売をしております。また食品、飼料、

肥料に関する成分分析の仕事、動物医薬品である観賞魚治

療薬の製造、販売の仕事など、製造業への事業転換を図り

つつ、9 月 16 日、18 年住み慣れた八丁畷から浜町 2 丁目
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に拠点を移すことにした。 

 最後に大師ロータリークラブに入会（1987年 11月 4日、

27 年目）させて頂いた事が、後半の人生への基礎となり、

謙虚、感謝、情熱、思い遣りと言う生活信条を得た事にな

る。特に地区クラブでの委員会委員長の経験、さらに会長、 

ガバナー補佐をやりきった事は、何にも変えられない経営

者としての自信と限界を感じさせられた。反省すること大

であり、また今後もロータリーと仕事を愛し続ける所存で

あります。皆様今後も宜しく、ご視聴ありがとうございま

した。 

                   野沢隆幸会員 

                    

私は 1943 年（昭和 18）に県立川崎中学校に入学致しま

した。その頃は、太平洋戦争も末期に近くなりまして、「撃

ちてし止まん」の決戦標語が世間に広まっていました。太

平洋戦争に向けて国民総決起を煽る機運が広がっており

ました。そういう時代に私たちは中学校に入学したんです。

この年には、南方で海軍司令長官の山本五十六元帥が 4 月

に戦死をされております。北の方では、アリューシャン列

島のアッツ島で日本兵が 2400 人玉砕をしたというような

時代で、日本が戦争に勝つという時代ではなかったのです。 

私たちが教わった中学校の歴史の先生も「もう日本はこ

の戦争に勝てないよ」と言われまして、本当かなという気

を起こしたこともあります。１億の日本人全員が戦闘員と

いうことで、学生までが動員されるわけです。この年の 10

月には、明治神宮外苑で雨の中を濡れながら鉄砲を担いで

歩いた学徒の兵隊さんがおられました。学徒出陣の指令、

出陣学徒壮行会が行われたわけです。そして学徒は兵隊た

れという叱咤を受けて、どんどん戦場に送られて行ったん

です。 

そのような状況ですから労働力の不足ということで、学

徒勤労令という法律が公布されまして、学生は総て勤労奉

仕に出なさいという事だったのです。その頃、私は中学校

1 年生でしたが、この川崎大師で前の前の貫主さんに従い

まして、得度を受けました。 

最初は康見という名前で、小さい頃を過ごしたんですが、

その時に今の隆幸という名を頂きました。これを総本山へ

届けて「この名前を使ってもよろしいよ。」という管長さ

んの認可を頂いて、初めて僧籍に入ったわけです。中学１

年の夏に得度し、９月新学期には、先生から「野沢はお坊

さんになった。」と紹介されて、気恥ずかしい思いをしま

した。 

 中学校では日記をつけることは私たちが義務付けられ

たんです。それ以来、日記をずっとつけておりますので、

約 70 年以上毎日の事柄を書き留めております。そういう

中に、中学校の時代に「青少年に賜りたる勅語」というの

が発せられまして、これを朝の朝礼の時に全員で奉読した

ということが書かれております。小さい青少年まで「しっ

かり日本を護れ。」という勅語は発せられたわけです。 

 私たちはその後、学徒勤労令に従って学校に行かないで

勤労奉仕に出向きました。私たちが行ったのは東芝の柳町

工場、此処へ 2 年生の 9 月から 1 年間通う訳ですが、私の

部署は大型真空管、中学生の私の背丈ほどある真空管を作

っておりまして、それを何に使うのかなと聞くと、会社の

人は教えてくれないんです。「これは機密だから駄目だよ」

と。ところが先輩で山梨の工業専門学校の方がおられた。

「何に使うんですか。」と聞くと「多分レーダーに使うん

じゃないの。」という話を聞いたことがあります。私たち

は電気の知識もないので、その大きい真空管を磨いたり、

それを運搬するという作業しかできておりませんでした。

そういう中で軍隊の配下に入る勤労奉仕命令を受けたわ

けです。 

太平洋戦争の末期に米軍が関東上陸作戦を計画してお

りました。コロネット作戦というんだそうですけど。これ
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で米軍は相模湾、茅ヶ崎海岸に上陸して、日本での戦争を

企んだわけです。その大井松田の山の上にそれを迎えるた

めの陣地構築を、それを兵隊と私達学生が携わってやった

んです。実際には上陸作戦に至らなかったんですが、そう

いう苦労をして中学校時代を過ごしました。それが終わっ

てまた東芝に戻るのですが、東芝は昭和 20 年 4 月の空襲

で全部焼けてしまって私たちの仕事がなくなって、その頃、

仮の事務室が出来て、部長室で謄写版刷ったり、いろいろ

遣らされました。 

東芝の工場にいるときに 8 月 15 日終戦を迎えたんです

が、工場の広場に集まれということで、並んで天皇陛下の

録音放送を聴いたんですが、ガガーして聴き取れない、ま

して中学生の私達には理解が出来なかった。暫くして先生

から「日本は降伏して戦争が終わったんだ。」ということ

を聞いたわけです。私はそのような中学校時代を過ごしま

したので、テーマは「異世界の中の中学生時代」というテ

ーマにしたんです。話は十分まだ終わっていませんが、も

うこういう時代は二度と来て欲しくないなあというのは

今の気持ちでございます。ありがとうございました。 

 

書面の都合上一部割愛させていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会 10月 15日（水） 

米山学友会 会長バスネット・エソダ様 

 

クラブ会報委員会 

中村 孝／増田 昌美／牛山 裕子／内田 省治 

永松 慎太郎／竹中 裕彦／水口 衛／須山 文夫 

10 月 22 日 卓話 

避難・支援ネットかながわ 坂本 建 様 

「避難者の置かれている現状について」 

     10 月 29 日 卓話 

(株)ミナロ 代表取締役 緑川 賢司 様 
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