
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 1222 回 （本年度 43 回） 

平成 25 年 6 月 6 日（木） 

点  鐘 若狭 滋則会長   

司  会 鈴木 次男 会場監督 

斉  唱  「君が代・奉仕の理想」 

お客様紹介 若狭 滋則会長 

小島  徹様（川崎中 RC 幹事） 

    白井 正男様 (川崎中 RC カウンセラー) 

 帳 明珊さん（ロータリー青少年交換学生） 
 

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 

２１名 １６名 ５名 ９４．１２％ 

前々回(5月 23 日)欠席 6名 Make up1名 ９４．１２％ 

本日の欠席者 市川功一会員、 
              

会長報告 若狭 滋則 会長(６月１３日) 
１.理事会報告 
 ①クラブ細則第 5 条 第 2 節改正（会費年額 28 万円

⇒30 万円）については、例会で経緯の説明を行っ

た後に採決を行う。 
 ②6 月のプログラム確認 
  6 月 20 日 退任挨拶・クラブ協議会 
  6 月 27 日 ファイナル例会 

 太田なわのれん 点鐘 18：30 会費 10,000 円 
 ③社会奉仕委員会より、大船渡 RC からの礼状につ

いてと支援金の使い道の報告 
 ④会長エレクト辞退の件、承認。 

被選理事会にて欠員補填 
 

１.地区からの来信 
 ①2013-14 年度ローターアクト主催「年次大会」 

開催のご案内が届いております。 
   日時：平成 25 年 7 月 7 日(日) 13：00-17：00   
   会場：神奈川近代文学館ホール 

懇親会：ホテル横浜ガーデ ン 18：00-21：00 
   メインプログラム： 

『高め合おう、互いの成長のために』 
 ※参加ご希望の方は、事務局までお知らせください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
幹事報告 戸張 裕康 幹事(６月１３日) 

１．横浜東 RAC より、例会のご案内が届いておりま  
す。 

  日時：2013 年 6 月 29 日(土) 18：00-21：15 
  場所：TRIPLE CROWN  
 集合：18：20 横浜駅相鉄口交番前 

  内容：クラブ奉仕委員会担当「納会」  
２．他クラブ例会臨時変更のお知らせ 

本日は、ございません。   
３．他クラブ会報の回覧   
   本日は、ございません。  
ご 挨 拶  
◆中 RC 青少年交換学生 ミッシェル さん 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川崎中原 RC の皆様こんにちは。私は台湾から交換留

学生として来日したミッシェルです。1年間皆様のお

陰で勉強することができとても感謝しております。今

後、この経験を活かしていきたいと思います。 

本当に有難うございました。 
 

入 会 卓 話  小林 克司 会員 
 
早いもので川崎中原RCに入会して8ヶ月が過ぎま

した。自己紹介を兼ね私の故郷についてお話させてい

ただきます。私の故郷は長野県小諸市です。昭和 31
年に生まれ小学校 3 年生まで過ごしました。小諸市

は城下町で軽井沢から 10K 程の所にあります。小諸

城下には、かの有名な千曲川が流れています。春は

木々が芽吹き、夏は涼しく、秋は紅葉が見事ですが、

冬は雪こそは少ないのですが肌を突刺すような厳し
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い寒さになります。外の水道管が凍って破裂してしま

うほどです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 とにかく田舎ですから幼稚園や小学校は近くになく、

毎日片道 1 時間をかけて学校へ通いました。通学路と

いっても山道ですので舗装されておらず、嵐の翌日に

は大きな石や倒木で道を塞がれていることもあり、学

校に行くまでが大変でした。 
当時の遊びといえば、春はふきのとうや蕨などの山

菜採り。ふきのとうはふき味噌や天ぷら、自然のもの

は苦味と香りが全然違います。先日、八百屋さんでふ

きのとうを買い天ぷらにしましたが、私の舌と鼻が記

憶している風味とは程遠いような気がしました。夏は

川で釣りをしたり泳いだり、時には竿は使わず素手で

小魚を捕まえていました。捕った魚は甘露煮にしたり、

腹を取って干し保存食などにしました。遊んでいて喉

が渇けば、畑のきゅうりや熟れた真っ赤なトマトを失

敬して食べ、見つかってはゲンコツされ怒られていま

した。秋には稲刈り後の田んぼを走り回り、積んであ

る藁を抜き、かまくらのような秘密基地を作りました。

藁のぬくもりと香りにつつまれゴロ寝をし、きっと冒

険やアニメの世界の夢を見ていたと思います。 
冬は、水を張った田んぼが凍り即席のスケートリンク

ができ、下駄の底に刃をつけた手製のスケート靴で鼻

水を垂らしながら滑り、近くの山で竹を切ってきてス

キー板を作ってスキーをしたり。身近な場所で手作り

の道具を使い、自然を相手に遊んでいました。 
そんな環境で過ごしたおかげで自然と体力とサバイ

バル精神が身についたのか、今ではどんなに酔っ払っ

て意識がなくても必ず家に辿り着きます・・・少し意

味が違いますかね。 
 皆様の中にも小諸に来られ懐古園に寄られた方もい

らっしゃると思います。晴の桜、秋の紅葉と行楽地と

しては有名で、名産品は信州そば・リンゴ・野沢菜･鯉

料理と素晴らしい観光地だと思います。今年 5 月の

連休に久し振りに小諸に立寄ってみました。千曲川や

遠くに見える北アルプス、青い空は昔のままでした。

しかし連休だというのに駅前は観光客も少なく、昔暮

らしていた辺りは空家が増え庭も荒れ放題といった

状況でした。新幹線が停車することもなくすっかり寂

れてしましました。過疎化が進んでいる故郷の現実を

目の当たりにし、とても寂しい気持ちになりました。 
冬は寒さが厳しいですが、夏は涼しく避暑地として

は最高です。皆様も機会があれば是非立寄っていただ

ければと思います。 
ここで私の勤める会社の話を少しだけさせていた

だきます。平成 20 年 9 月 1 日に丸和証券とネットウ

ィング証券が合併し証券ジャパンという社名に変わ

りましたが、丸和証券の歴史は以外に古く昭和 19 年

創業、69 年の歴史を持ち、元住吉支店は開設 34 年に

なります。地域密着を基本に“ゆたかな未来へあなた

とともに”をコーポレートスローガンに掲げ営業させ

ていただいております。 
元住吉支店に配属になり、また中原 RC に入会し 8

ヶ月、今後とも担当者共々よろしくお願い致します。 
 

ニコニコ報告 松川 正二郎 出席委員 
 

小島徹様・白井正男様(川崎中 RC) 

本日は、交換学生のミッシェルとごあいさつに参り

ました。７月末に帰国予定です。１年間ありがとう

ございました。 

若狭滋則会長・戸張 裕康 幹事 

今日は待ちに待った小林会員の入会卓話です。 

よろしくお願いいたします。先週の移動例会の参

加ありがとうございました。 

留学生のチャンミンシャンさんさらに頑張って下

さい。白井さん小島さんいつもお世話になります。 

河合 束会員 

６人目の孫が生まれましたので。 

プログラム委員会 

小林克司会員の入会卓話を祝して。 

出席、親睦委員会一同 

いよいよ６月です年度末の月間です。もっともっと

例会に出席してロータリーを楽しみましょう。 

小林さんの入会卓話よろしくお願いいたします。 

「みんなニコニコ」 

鈴木 次男会員・松川 正三郎会員・小泉 正博会員 

高瀬 建夫会員・島田 叔昌会員・会田 公雄会員 

小林 克司会員・都倉 八重子会員 

 

ニコニコボックス 本日 18,000円 累計 774,289円 

記念日ニコニコ 本日 0円 累計 105,000円 
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