
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1321回 （本年度 4回） 

平成 27年 7月 23日（木）  

点  鐘  市 川 功 一 会 長 

司  会   戸 張  裕 康 会場監督 

斉  唱 「4 つのテスト」 

会員出席報告 小 林  正 樹 親睦委員長 

仁上会員、髙木会員、髙瀬会員、都倉会員 
   

お客様紹介 市 川 功 一 会 長  
  

佐野 正 様 

（ゲストスピーカー 佐野デザイン事務所）  
 
 
会長報告 市川 功一 会長（８月 6 日） 
 
１．理事会報告 

２. ＲＩ日本事務局より、特別月間（8 月）名称変更のご連絡

が届いております。（2015年 1月 RI理事会決定） 

  変更後：会員増強・新クラブ結成推進月間  

  変更前：会員増強・拡大月間 
    

幹事報告 会田 公雄 幹事（８月 6 日） 
１．地区からの来信 
 ①米山記念奨学委員長会議開催のご案内が届いてお

ります。 
  日時：2015年 8月 25日(火) 15：00-17：00 
  場所：メモワールプラザソシア２１ 
   
②第 13回 日韓親善会議開催のご案内（再度）と 
登録期間延長のご連絡が届いております。 

  日時：2015年 9月 4日(金)  
会議 14：00～18：00 晩餐会 18：30～ 

  場所：グランドプリンスホテル新高輪 
「飛天」の間  登録料：15,000円 

 ※参加ご希望の方は、登録料を添えて幹事までお申
し込み下さい。登録締切：8月 14日  

 
③Ｒ財団セミナー開催のご案内が届いております。 
  日時：2015年 9月 7日(月) 15：00-17：00 

場所：メモワールプラザソシア２１ 
 ※出席依頼：会長・R財団委員長・国際奉仕委員長 
 

  
④国際奉仕活動に関するアンケートへの協力依頼が
届いております。 

 ※歌崎国際奉仕委員長、よろしくお願いいたします。 
提出期限：8月 21日(金)必着 

 
２．他クラブ例会臨時変更 
●川崎高津南 RC  
8月 10日⇒9日(日)移動例会 橘ふるさと祭りに参加
8月 17日(月)  休会 
8月 24日⇒22日(土) 移動例会 多摩川花火大会 

●川崎大師 RC 8月 12日(水) 休会 
●川崎北 RC 8月 12日(水) 休会 
 9月 23日(水･祝) 休会 
●川崎西北 RC 8月 13日(木)  休会 
●川崎西 RC 8月 14日(金) 休会 
   
３．他クラブ会報の回覧  新川崎 RC、川崎北 RC 
 
４．川崎幸 RC、川崎中央 RC、川崎鷺沼 RCより 

活動計画書をお送りいただきました。（回覧） 
 
５．例会案内 
  8月 13日(木) 休会 
  8月 20日(木) 通常例会 ﾎﾃﾙ精養軒 点鐘 12：30 
 

本日のミニ情報  

先日新会員の研修会があり、私が事前に復習した一つが

「４つのテスト」。これができたきっかけは 1931 年シカゴ RC

のハーバート・テーラーが倒産の危機に瀕していた会社を

引き継いだときに作った商売の指標だそうです。それを意

識して別の角度から訳したものがあります。「真実かどうか」

は「事実かどうか」、「みんなに公平か」は「全ての取引先に

公正か」、「好意と友情を深めるか」は「信用を高め、取引先

を増やすか」、「みんなのためになるかどうか」は「すべての

取引先に利益をもたらすか」、４つのテストにはこのような解

釈もあるということを心に留めておきたく思います。 

 

卓 話  「地域でのモノづくり」 

佐野 正 様（佐野デザイン事務所） 
 本日はお招きいただきありがとうございます。「地域
のモノづくり」ということでお話しします。東日本大震
災で活動していたデザインが何に役立つかということ
について資料とレジュメをお配りしています。その説明
の前に普段の私の仕事を簡単にご説明いたします。佐野
デザイン事務所は商品開発、プロダクトデザインと公園
などをデザインする景観デザインを主にやっておりま
す。20 年前に多摩区登戸で開業しました。ここ 10 年は
中原区の現在の場所で活動しています。今年で 49 歳に
なります。日本インダストリアルデザイナー協会に 20

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２５名 １９名 ６名 ８２．６１％ 

前々回(7月 9日)欠席４名 Make up 0名 ９５．４５％ 

 

 

 

 

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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会長・市川 功一  幹事・会田 公雄  会場監督・高瀬 建夫  会報委員長・戸張 裕康   

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-rc.com 

 

『世界へのプレゼントになろう』 Be a gift to the world 

ＲＩ会長 K.R.“ラビ”ラビンドラン 第２５９０地区ガバナー 箕田 敏彦 



年在籍して
います。この
6 カ月間は
関東のブロ
ック長をし
ております。
メーカーか
ら仕事を受
けておりま
して日常生
活品や、数年

に一度は電車の中や外を改造するようなこともしてお
ります。それ以外に、自分から企画デザインする仕事
があります。その一つが今日お持ちしている川崎市の
日本理化学工業様と一緒に作った「つみき黒板」です。
もう一つは「クッションさん」という名前で 4 年間発
売している緩衝材です。これは企画からデザイン販売
を扱っています。贈り物をするときにデザインもよく
繰り返し使えるものはないかということで開発しまし
た。タウンワークに取り上げて頂きました。また、今
年のゴールデンウイークにフロンターレ事務局から何
かイベントができないかと依頼があり、試合前に絵文
字を作ろうというワークショップを行い、3 時間の予定
が 90分で在庫が無くなり 120人ぐらいの方に参加して
いただき、とても好評でした。 

※つみき黒板とクッションさん 

 
 
東日本大震災後 2011 年～2013 年に活動した「Design
＆trade 震災復興支援ボランティア」（公益社団法人日
本インダストリアルデザイナー協会の一活動として実
践）の話しを中心に、地域とモノづくり、そこから広
がる波及効果について。 
【プロローグ】 
「シビックプライド」をキーワードとして、現地の人
と向き合いながらリアルな支援活動を心がけ、私達の
アイデアと支援者、そして受入先とのバランスを取り
ながら活動。 
● 皆が様々な支援活動をしている中、デザインが復旧
復興に役立つことは出来ないかを議論。 

→被災された方々が少しでも誇りを取りもどす。 
希望と結束の気持ちに繋がる支援。 

●シビックプライドとは「まちに対する自負と愛着」 
→街も家も仕事も失った場所に住まう意味が、課題で
あり必要であった。 

●自然・祭り・スポーツ・公共空間などもシビックプ
ライドになり得るが、それを「市民＝街である」と
いう意識を持って仮設住宅で育む。 

●目的は未来のイメージを共有すること。そのアイデ
アを実行すること。 

【東北でのデザイン支援-1】 
「ココロと暮らし彩るモノで支援する」 
●仮設住宅入居時に必要な日用品をメーカーや個人か
ら集めて配布。約 10 万点集め、現地までハンドキャ
リーし、フリーマーケット形式で自由に欲しい品物
を選んでもらった。 

●支給品の感覚とは違い、モノを選ぶ楽しさを感じても 
 らった。 
●宮城県内の十数カ所の仮設住宅エリアへ訪問し、現地 
の声を聞きながら繋がりを深めた。 

●モノの価値を再認識することが出来、支援側と受け手 
側のミスマッチも防げた。 

●完成品だけではなく、大工道具・ミシン等モノづくり 
のリクエストもリサーチ。 

【東北でのデザイン支援-2】 
「創作物に施すシンボルマークを提供」 
●仮設住宅内でモノづくり希望者が増えてきた 
（木工・陶芸・手芸など） 
●道具と材料、そしてデザインを支援。創作することで 
少しでも心を落ち着くお手伝い。 

●完成品に求心力となるシンボルマークを入れること 
で、自負心を感じていただいた。 

●モノづくりがコミュニティづくりに繋がることを垣 
間見た。 

【東北でのデザイン支援-3】 
「アスファルトペイント・ワークショップ」 
●「住まいは仮でも、生きてるのは仮ではない」という 
声から、数年の間に少しでも愛着が持てる仮設住宅を 
目指して、住民みなさんとワークショップを実施。 

●ペイントすることが楽しめて、共用部分に彩りが加わ 
った。 

●歩車道を分離し、駐車場との区分け機能も実現。 
【東北でのデザイン支援-4】 
「ししふく宝箱～仮設住宅でのモノづくり」 
●東松島の獅子舞をモチーフに手作り「貼り箱」を制作 
販売できるよう、デザイン・材料等を支援。集会所で 
作ることで人が集まりコミュニティづくりに貢献で 
きた。 

●デザインディレクションと共に、Giftshow など展示 
会へ出展。 

 

ニコニコ報告   小林 正樹 親睦委員長 
市川 功一会長 会田 公雄 幹事  
  梅雨も明け、猛暑が続く毎日ですが、今日は暑さも一服とい
う感じです。先週の金曜日は、新入会員をお迎えして研修会
を開きましたが、総勢 10 名のとても充実したミーティングでし
た。また本日は佐野様のお話を楽しみにしております。 

プログラム委員会 
  佐野さん、今日はお忙しいところありがとうございます。よろし
くお願い申し上げます。 

ＳＡＡ一同（担当戸張会員） 
夏の高校野球神奈川大会でわが母校、大師高校野球部がベ
スト 16 という 25 年ぶりの好成績で昨日終了いたしました。連
日、亡くなる方も出た猛暑の中で戦っている、球児・保護者の
方へエールを送ります。 

親睦委員会一同 
今日はちょっぴりだけ、涼しいですね。ピアノの音色も心地よく
体に染みわたりそうです。佐野さん、ようこそお越しくださいま
した。 

「みんなニコニコ」  佐野さん、ようこそお越しくださいました！ 
鈴木 次男 会員・若狭 滋則 会員・島田 叔昌 会員 
古越 孝男 会員・原  秀元 会員・工藤 和弘 会員 
小泉 正博 会員・神谷  直 会員・山本  剛 会員 
徳安 久是 会員・江口  進 会員 

 

  
次回 8月 20日の卓話予定 
谷川 公一 様（地区拡大増強委員長） 
テーマ「地区 NO.1,横浜西 RC の増強」 

ニコニコボックス 本日 16,000 円 累計 98,000 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 0 円 


