
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 1218回 （本年度 39回） 

平成 25年 5月 9日（木） 

点  鐘 若狭 滋則会長   

司  会 小林 正樹 会場監督 

唱  和  「四つのテスト」 

お客様紹介 若狭 滋則会長 

范   惠怡さん（米山奨学生） 

会員お祝い  おめでとうございます ♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

山田 一之会員  歌崎 勅男会員  

市川 功一会員   鈴木 次男会員  

会員出席報告  松川 正二郎 出席委員 
 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２０名 １６名 ４名 ９４．１２％ 

前々回(4月 18 日)欠席 8名 Make up4名 １００％ 

本日の欠席者 小林克司会員 
              

会長報告 若狭 滋則 会長 (5 月 9 日) 

１．理事会報告 
 ①黒澤 穣様、 

入会式：5 月 16 日   
所属委員会：プログラム委員会、 
情報集会：Ｃグループ 

 ②田辺清春会計退会に伴い、会計の選任黒澤穣会員 
 ③5 月 6 月のプログラム確認 
  5 月 30 日の夜間例会は、黒澤会員の歓迎会も兼ね

て行う。ジョイスさんも参加予定。  
 ④社会奉仕委員会より 

東日本大震災被災地支援募金は、4 月末現在、会
員 20 名より 25 万円が集まりました。 
社会奉仕予算より 5 万円を拠出し、合計 30 万円を
送金したい。承認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ⑤25 周年記念のジャンパー 
小林克司会員、黒澤 穣会員にお渡しする 

 ⑥5 月 1 日～9 月 30 日までクールビズとし、 
ネクタイなしを認めます。  

２．地区からの来信 
①ＧＳＥ派遣チーム帰国報告会・解団式のご案内が
届いております。 

 日時：2013 年 6 月 14 日(金) 18：00-20：00 
 場所：新横浜国際ホテル 南館 4F 
※出席依頼：会長・幹事・Ｒ財団委員長 
②2013-14 年度 各資料の提出と報告依頼がきてお
ります。 
 ・2013-14 ロータリー財団寄付目標 
RI の HP 会員アクセスより、報告期日：5 月 1 日 

 ・2013-14 クラブ会員増強目標 
RI の HP 会員アクセスより、報告期日：6 月 1 日 

 ・効果的なロータリークラブとなるための活動計
画の指標 （6 月 28 日必着） 

 ・クラブ委員会活動計画書２冊 （7 月末必着） 
 ・2013-14 年度クラブ週報 

 （公式訪問の 2 週間前まで） 
 ・例会場付近の案内図 

 ※河合会長エレクト・市川次期幹事、宜しくお願い
致します。 

幹事報告 戸張 裕康 幹事(5 月 9 日) 

１．地区より、クラブ事務局員連絡会開催のご案内が
届いております。 

  日時：2013 年 6 月 6 日(木) 16：00-18：00 
  場所：メモワールプラザソシア 21  
２．齊藤 巖第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐より、ガバナー

補佐・事務局連絡会開催の案内が届いております。 
  日時：2013 年 6 月 7 日(金) 18：00 
  場所：荒井屋本店  
３．他クラブ例会臨時変更のお知らせ  
●川崎麻生 RC 

5 月 31 日(金) 夜間移動例会 旭鮨別館  
6 月 21 日(金) 休会 
6 月 16 日(日)-17 日(月)  

親睦一泊研修旅行 福島方面 
6 月 28 日(金) 本年度最終例会「ホテルモリノ」    

４．他クラブ会報の回覧  新川崎 RC  
５．次週 5 月 23 日(木)は、移動例会です。 

クイーン･アリス ガーデンテラス日吉にて、 
点鐘12：30お間違えのないようご出席ください。 

 

 

 
会長・若狭 滋則  幹事・戸張 裕康 会場監督・高瀬 建夫 会報委員長・河合 束  

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.044-722-7282 FAX.044-722-0066 E-mail:info@nakahara-rotaryclub.jp 

 
 

 

 

川崎中原ロータリークラブ会報 

『奉仕を通じて 平和を』 Peace Through Service 

RI 会長 田中 作次  第 2590 地区ガバナー 露木 雄二 

◆例会場 ホテル精養軒 木曜日 PM12:30～（第 2 週 AM7:30～）TEL:044-711-8855（東横線 武蔵小杉駅徒歩 3 分） 
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川崎中原ロータリークラブ会報 



卓  話  

「私の趣味・道楽」 

 ◆田辺 清夫 会員 

私の趣味と道楽話しは、3 時間位かかるかと思いますが、

今日は何とか 15 分で収めたいと思います。 

私は横浜市港北区荏田という所で生まれました。男が 5

人、女が 5 人、10 人兄弟です。横浜の北に位置し、山奥

で狸やムジナを鉄砲で追いかけるような場所でした。そ

の場所が今の港北ニュータウンです。昭和 25 年頃、東急

と横浜市が共同で開発し30万人の人口を入れるという計

画を聞きました。当事、私は 15,6 歳でしたが、東急の計

画図を見た時に「時は金なり」と思いました。その頃の

荏田は山や土地がたくさんありましたが、戦後でお金も

なく皆キュウキュウと生活していました。そんな時、こ

の土地に開発が来る。坪500円の土地が坪5万円になる。

兄弟で相談をし、父の助言もあり、不動産業をやること

にしました。昭和 38 年頃田園都市線の話があり、東名高

速道路が昭和 43 年に開通、国道 246 号がバイパスになり

土地を買収し、東芝や東急、横浜市にその土地を売却す

るということを繰返していました。持ったことのないお

金を手に入れ、兄は馬主に、弟はクラブ経営、私は商品

相場に手を出しました。砂糖・プラチナ・小豆、何でも

やりましたが、鷺沼に持っていた 2 反の土地も、青葉台

に持っていた 2 反の土地も取られてしまいました。父は

「50 歳までにお金を使え。若い時にお金を使うと非常に

勉強になる」と言っていたので、ここぞとばかりに毎晩

どんちゃん騒ぎ。様々な商売をやりました。非常に楽し

い趣味、そして贅沢な道楽を経験したと思います。しか

しながら当時の私を家族はどう思っていたのだろうと、

ふと考えます。今では自分の生活が出来れば良いと静か

に余生を楽しんでいます。ちなみに、2 階のコレクション

ルームには昔購入した物、物々交換した年代物の品物が

飾ってあります。是非見に来てください。たくさんのエ

ピソードをお聞かせできると思います。 
 

◆松川 正二郎 会員 
 仕事柄まず時間がなく、趣味をゆっくり楽しむという

ことがなかなか難しいため、今までやってきたこと、こ

れからやりたいことをお話させていただきます。 

 私が一番好きなものは音楽です。フランク・シナトラ、

ライザ・ミネリ、サミー・デイヴィス Jｒのような音楽、

ジャズであればマイルス・デイヴィスだったり。父親が

音楽好きで、音楽に親しみやすい環境で育ったことも影

響しているかもしれません。学生時代はバンドもやりま

した。今は音楽を聴きながら一杯飲む。それがちょっと

した時間に出来る私の趣味です。 

 私の仕事はずっと現役でやっていられる仕事なので、

いつ一線を引くかは決めかねていますが、引退後にやっ

てみたいことがあります。それは、自分の好きなバンド

を見つけてバンドの版権を買い、レコーディングをし、

バンドを育てることです。そんなことが出来たら良いな

と考えています。 

もうひとつの趣味は、私こんな顔をしていますが実は

料理好きなんです。家にある食材や、安い食材を使って

作ったりしています。40 年位前にやっていた世界の料

理ショーという番組が大好きでした。今思えばその頃か

ら料理に興味があったのかもしれません。私の父は車の

ディーラーをして全国飛び廻っていたため、出張先の美

味しい食材を自宅に送ってくれていました。その食材を

母が料理をする姿を見ていたせいもあるかもしれませ

ん。今でも時間があれば料理番組を見て、今度は何を作

ろうかと考えています。飲みながら料理を作り、味見し

ながら食べ、作り終わる時には酔っ払っていますが･･･。

ただの酒飲みですね。 

家内と結婚する時、約束したことがあります。2 人でお

酒を飲み、色んな話をする時間を大切にしようという決

め事を作りました。実際、なかなか時間はとれませんが、

私の作った料理でお酒を飲み、色んな話をする。そうい

う時間を大切にしながら、これからも生きていきたいと

思っています。料理があり、お酒があり、音楽がある。

それが私の好きな時間であり、ささやかな趣味かなと思

っています。 

ニコニコ報告 松川 正二郎 出席委員 
 

若狭会長・戸張 裕康 幹事 

そろそろ各小中学校で春の運動会・体育祭が行わ

れます。元気で楽しく頑張ってほしいです。5/30、

6/27 の夜間例会とファイナル例会はとても楽しみ

にしています。 

都倉 八重子会員 

おはようございます。久々の早朝例会ですね～。 

他クラブからの川崎中原の早朝例会、とても評判

が良いのをご存知でしたか？１２日は母の日です。

お母様、奥様に感謝の気持ちを忘れないでくださ

いね!! 

山田 一之会員 

先々週日吉での例会、他クラブからの参加もあり

皆さんの協力で成功裏に終わりありがとうござい

ました。小さな国際交流が出来ました。ライスワ

イン(日本酒)うまかったとのこと、よろしくお伝

えくださいとのことでした。 

小林 正樹会員 

山田さん、河合さん過日には心温まるお気遣いあり

がとうございました。 

親睦委員会 

今年度も残り２か月となりました。残り 

の例会には全部出席しましょう。 

「みんなニコニコ」 

小泉 正博会員・鈴木 次男会員・市川 功一会員 

会田 公雄会員・松川 正二郎会員 

 

ニコニコボックス 本日 11,000円 累計 709,289円 

記念日ニコニコ 本日 25,000円 累計 105,289円 
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