
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1283回 （本年度 12回） 

平成 26年 9月 25 日（木）  
 

新世代のための月間 
 

点  鐘  小 林 正 樹 会 長 

司  会   歌 崎  勅 男 会場監督 

唱  和 「四つのテスト」 

会員出席報告 高 木  謙 太 郎 出席委員 

本日の欠席者：古越会員、小泉会員、松川会員、黒澤会員 
 
 

本日のミニ情報 小 林 正 樹 会 長 
 
今日は青少年奉仕委員会のフォーラムです、それに因
んだ話をさせていただきます。 
ロータリークラブの最初の会合が開かれたのが1905年  
と言われております。それから3年後の冬に、売れない 
新聞を抱えて震えている少年をシカゴクラブの会員が 
ロータリーの例会場へ連れて行き、新聞を買って、手 
袋とマフラーを与へ激励して返したのが青少年奉仕の 
第一号とされているそうです。 
1916 年国際ロータリーで青少年活動委員会が設立され
ました。この時代では身体障害児事業に積極的に取り
組む時代でしたが、未成年の非行が問題になっていた
こともあり、青少年を正しい方向へ導くための取り組
みも始まりを見せていた頃です。また、1920 年にはア
トランタロータリークラブで 6 名の大学生に対して奨
学金制度が始まりました。1960 年代に入って日本は高
度成長の時代です。1962 年にフロリダ州メルボーン高
校でインターアクトクラブが結成され、それから世界
中に瞬く間に広がり、2590地区では 1964年に横浜商科
大学高等学校インターアクトクラブが設立されています。 
 

会長報告  小 林 正 樹 会長（ 10月 2日）  

１．本日はガバナー補佐をお迎えしてのクラブ協議会
です。全会員出席とさせて頂きますのでよろしく
お願いいたします。  

２．ロータリーレート変更のお知らせが届いております。 
2014 年 10 月より、1 ﾄﾞﾙ＝106 円に変更  

 （9 月は 1 ﾄﾞﾙ＝102 円） 

幹事報告  髙 瀬 建 夫 幹事（10 月 2 日）  

１．地区からの来信 
①雑誌委員長会議開催のご案内が届いております。 

 
日時：2014 年 10 月 27 日(月) 15：00-17：00 
場所：メモワールプラザソシア２１ 
 

 ②第 48 回神奈川県ﾛｰﾀﾘｱﾝ親睦テニス会（上野杯）の 
ご案内が届いております。 

  日時：2014 年 11 月 11 日(火) 
 9：30 集合 16：00 ﾊﾟｰﾃｨ 18：00 解散予定 

  会場：湘南ローンテニスクラブ  
２．他クラブ例会臨時変更 
●川崎大師 RC  

10 月 8 日(水) 職場訪問： 
三菱重工㈱ 横浜製作所金沢工場 
移動例会：横浜ﾛｲﾔﾙﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ 68 階 中華「皇苑」 

●川崎とどろき RC  
10 月 13 日(月･祝) 休会 
10 月 27 日⇒29 日(水)   夜間移動例会 
 ｸｲｰﾝ･ｱﾘｽｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾗｽ日吉 点鐘 18：00 
11 月 3 日・24 日(月･祝) 休会 

●川崎宮前 RC 
10 月 14 日(火) 通常夜会を昼例会に変更  

木曽路宮前平店    点鐘 12：30 
10 月 21 日⇒26 日(日)  移動例会  

宮前区民祭バザー 
10 月 28 日(火) 移動例会 

 職場訪問：山崎パン横浜第 2 工場  
 ●川崎南 RC 

10 月 14 日(火) 移動例会 川崎市議会本会議場 
●新川崎 RC  

10 月 22 日(水) 職場訪問移動例会  
巡視船で川崎港見学 

10 月 29 日(水) 休会 
11 月 5 日⇒8 日(土)   地区大会参加移動例会  

●川崎中 RC  
 11 月 4 日(火) 休会  

３．他クラブ会報の回覧 川崎鷺沼 RC 川崎宮前 RC  
４．次週 10 月 9 日(木) 早朝例会後、8 時 40 分より理

事会を開催致します。 
理事･役員各位のご出席をお願い致します。 
 

クラブフォーラム  新世代の月間に因んで 

① 仁上 喜久夫会員 
私は NHKの連続テレビ小説の「花子とアン」を非常に

楽しみにしておりますが、現在終戦になったところで、 
蓮子の長男が戦死し、その戦死の一因が蓮子の親友であ
る花子がラジオ放送で若い人たちに対して戦争を煽っ
たからだと二人の仲が怪しくなったという事がありま
した。 
たまたま一昨日でしたが朝のラジオ番組で青山学院大
学の教授の方が言っておりましたが、少年時代、軍人に
なってお国のために尽くそうと一生懸命勉強して幼年
学校を狙っていましたが、入学前に終戦になってしまっ
た、悔しかったのは自分の将来が全く見えなくなってし

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２４名 １７名 ７名 ８０．９５％ 

前々回(9月 11 日)欠席 7名 Make up 2名 ９０．００％ 

 

 

 

 

川崎中原ロータリークラブ会報 川崎中原ロータリークラブ会報 

◆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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まった事だと話しておりました。これを聞いて、ある
いはテレビを見ていて私の少年時代も全く同じでした。
私は昭和 19年に海軍甲種飛行予科練習生に合格し、10
か月で予科練を卒業し、一部は部隊へ配属になり私は
学校に残りましたが、そこで終戦になりました。 
私も戦争に負けた以上に自分の将来が全く分からなく
なりました。テレビ小説もラジオも私も同じ経験をし
ました。それが私の青少年時代です。 
その頃と比べて今の青少年はというと、思い出すのは 
西中原中学での卓話「社会へ出てからの心構え」でし
た。 
皆さんが社会に出た時に期待したいのは挨拶をするこ
とと嘘をつかないことです、これは非常に大事で人と
コミニケーションを取る事が社会人としての第一歩で
すから挨拶と嘘をつかないことが社会に出てからの基
本ですと話しました。 
質問はと言ったら素晴らしい質問が返ってきました、
それは、社長になるにはどうしたらいいのか？という
質問が来て今の子供たちもしっかりした考えを持って
いると感じました。ロータリーの一つの目標として青
少年に対して何か役に立つ事、それが世の中の為、日
本の為、世界の為になるように私も努力したいと思い
ます。 
 
② 戸張 裕康会員 
 まず「フォーラム」という言葉がしっくり来なかっ
たのでウィキペディアで調べてみましたフォーラム
（英: Forum）古代ローマの集会場/公共広場の呼称。
⇒フォルム公開討論会、評議会や理事会など物事の討
論や決定をする場または会・・・だそうです。 
まず私の中で「青少年育成」として大事にしているも
のは「鈴虫祭り」です。川崎北クラブの地元新城でも
ある加藤先生（歯医者さん）の発案で子供たちに「す
ず虫」をプレゼントし「飼育」してもらいたい。すず
虫はとても弱くすぐに死んでしまうので飼育するのに
難しく「命の大切さ」を学んでほしい、また環境のこ
とも意識してほしいという思いから今年で第33回にな
りました、今年も多くの参加者（多くて全部に行渡ら
ないくらい）が来ていただき、楽しみにしているとい
うことでした。 
もうひとつは大戸神社の神輿です、新城神社と大戸神
社が何年か前に同じ日に「例大祭」をやることになっ
たときに、みこしの担ぎ手が足りなく下小田中の町会
から「西中原中学校」の生徒さんで少しお願いしたい
と連絡がありました。当時、PTA会長をやっていた関係
で校長先生の粋な計らいでバレー部の男子が一部担ぐ
ことになりました、それから毎年続いていますお酒も
入るようなお祭りですので、今の時代難しいかなと思
ったのですが、生徒はとても楽しくやっていたの
で・・・よく考えるとこの生徒たちが青年になって、
いずれ担いでくれればと・・次に繋がる地元のツール
（絆）なのかなと思いました。 
先程もスマホで何でも調べられる、情報が豊富に有る 
自分の子にも持たせるのはとても悩みましたが、友達
もみんな持っているということから与えましたが、今
はなんでもウィキペディアで簡単に調べて「解った」
気でいるのは自分も含めて「考えることの放棄」かな
ぁと思います、最後に危険ドラックや麻薬が中高生に
もすこし氾濫してきていますので、ここは何とかなら
ないものかと心配しています。 
 

③ 山田 一之会員 

私も 80歳になりました、昔から老人子供なんて言 
葉がありますが最近自分もそうなってきたなーって思
います、仁上さんは別格ですがやっぱり 80 歳を超えて
くると子供になるんだなーと思います。そこで私は子供
の事を話そうと思います、ロータリーリーの子弟から見
るとそんな子供たちがいるの？という感じでしょうが
実は実は貧しくて本当に貧乏で可哀想な子供たちが沢
山いるという事を知ってもらいたくて話をします。 
子供の中で 6人に 1人は食事も食べられない、3食の食
事がとれなくて 2食にするという子供達がいるんです。 
その子たちの親は年収 120万とか 130万で、正社員では
なく、ひとり親でシングルマザーというんですが母親が
見てる場合もあるし父親が見ている場合もあります、お
母さんが子供を見ている場合は行政から多少の援助は
ありますが父親の場合は援助の手が差し伸べられてい
ない現実があります。では日本の子供たちは世界から見
た時にどうなの？という事ですがOECDの中で33位なん
です、チリより下なんです、そういう現実はロータリア
ンの暮らしぶりから見たらそんな子供がいるの？と言
いたくなるでしょうが現実にたくさんいます。そしてそ
ういう親は孤立しています、子供と某アパートで暮らし
周りに相談相手もいない、そういう人たちに手を差し伸
べたいと思って当クラブでも神奈川子供ファンドを援
助しておりますが、この神奈川子供ファンドが 10 月 5
日にブレーメン通りのお祭りオクトバーフェスタにブ
ースを出展いたします、皆様ぜひ行ってなにがしかの応
援をしてあげて下さい。 

ニコニコ報告   高木 謙太郎 親睦委員 

小 林 正 樹会長・髙 瀬 建 夫幹事  
 M2、今日にも原さんの胴上げ、チーム打率、セリーグ
最下位、個人打率成績、ベストテンに一人。ヤクルト
は５人いる、防御率、まあまあ、なぜ強い、今年は団
結力、だれも自己犠牲をいとわない、一体感がある、
一般社会にも通じる。 
一句、７割がミスでも一流打者だって。 

SAA 一同 
 本日はクラブフォーラムです、新世代の月間について
３人の方々にお話を伺います、仁上会員、戸張会員、
山田会員よろしくお願いいたします。  

「みんなニコニコ」  

少しじめじめしますが張り切っていきましょう。 

徳安 久是 会員・市川 功一 会員・鈴木 次男 会員 

若狭 滋則 会員・山本 剛 会員・都倉 八重子会員 

原 秀元会員 

親睦委員会一同 戸張裕康会員 
 先日鎌倉 RC にメイキャップに行って来ました。七里
ガ浜にある鎌倉プリンスで目の前が海で大変開放的
なところでした。鎌倉ですので点鍾の金が釣鐘でした。 

 

今月の歌   「もみじ」 

秋の夕日に照る山もみじ 

濃いも薄いも数ある中に 

松をいろどる楓（かえで）や蔦（つた）は 

山のふもとの裾模樣（すそもよう） 

 

ニコニコボックス 本日 11,000 円 累計 255,000 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 20,000 円 


