
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1340 回 （本年度 23 回） 

平成 28年 1月 7日（木）  

点  鐘  市 川 功 一 会 長 

司  会   高 瀬 達 夫 会場監督 

斉  唱 「君が代」「奉仕の理想」 

会員出席報告 江口 進 親睦委員 

欠席者：仁上会員、髙木会員、徳安会員 
 

お客様紹介 市 川 功 一 会 長    

都倉 正明様（ゲストスピーカー・ 
川崎市技能職団体連絡協議会会長） 

井上 裕司様（川崎中ＲＣ） 

小林 敏伸様（川崎中ＲＣ） 
丁  中斐君（米山奨学生） 
 

会員お祝い 
 

会田 公雄 会員 
S.19.1.3 

河合 束  会員 

S.21.1.27 
 
 

鏡開き 

年 男 

会田 公雄 会員 

今井  敬 会員 
 

ガバナー補佐 

会長・幹事・副会長 

 

  
会長報告 市川 功一 会長（１月１４日）  
◇理事会報告 

１．会長案件 

①「 川崎中原 RC 友の会」について説明があり、会則
について検討・承認となりました。 

②  2/ 9（火）ＩＭ 懇親会 川崎中原 RC の役割は、 

  ・案内･誘導（ホールから宴会場へ）、  

・セーブルセッティング、  

・料理セッティング  

  人員配置は、小林会員にお願い致します。 

③ 2/24（水）６RC 合同例会の個人負担分の会費は、
5,000 円とします。 

④ 川崎中原 RC 創立 30 周年について 

1 月 28 日(木)実行委員会を開催し、検討を始める 

⑤ 今井 敬会員の所属委員会は、親睦委員会と致します。 

新会員研修（情報教育）日程については、ご本人と 

山本研修委員長と相談のうえ決定 

⑥ 歌崎勅男会員より出席免除の申し出があり承認  
２．クラブ奉仕委員会 

 ① 年末家族会収支報告 承認 

②１月および２月のプログラム 承認   

※ 全会員にプログラム予定表配付 

 ③ 2 月 4 日(木)ドイツ大使館移動例会案 検討・承認  

 ④ 2 月 18 日(木) 東京ドーム移動例会案 検討・承認  
 
３．職業奉仕委員会 

①職場訪問のタイムスケジュール案 検討・承認      
４．社会奉仕委員会 

 ①東日本大震災の義援金 お一人１万円協力依頼 
 
５．国際奉仕委員会 

 ①財団寄付金の集金担当：会田幹事と致します。 
 
************************************************* 
１．ＲＩ日本事務局より、財団寄付の表彰品が届きまし

たのでお渡し致します。 
・ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ ﾎﾟｰﾙ ﾊﾘｽ ﾌｪﾛｰ(2)の襟ピン：市川功一会員 
・ﾎﾟｰﾙ ﾊﾘｽ ﾌｪﾛｰの認証状と襟ピン： 戸張裕康会員 
２．2016-17 年度「クラブを成功に導くリーダーシップ」 

冊子セット（旧クラブ役員キット）が届いております。 

戸張会長エレクトにお渡し致します。  
幹事報告 会田 公雄 幹事（１月１４日）  
１．地区からの来信 
 ①次年度クラブ会長・幹事・各委員長のための研修予定

についてお知らせが届きました。 
◇ＰＥＴＳ（会長エレクト研修セミナー） 

2016年３月１７日(木)・１８日(金)の２日間  
於：メモワールプラザソシア21   

◇地区研修･協議会：2016年４月３日(日)  
於:洗足学園 対象:会長･幹事･各委員長･新会員  

２．他クラブ例会臨時変更 
●川崎麻生RC  

1月22日(金) 移動例会柿生「とん鈴」点鐘18：00 
1月29日(金) 休会 
2月12日⇒9日(火) ＩＭ参加に振替 

●川崎高津南RC  
2月8日⇒9日(火) 移動例会ＩＭ参加 
2月29日(月) 親睦例会 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ大会 @ﾗｳﾝﾄﾞﾜﾝ 

●川崎南RC  
2月9日(火) ＩＭ参加に振替 
3月8日(火) 休会 

●川崎ﾏﾘｰﾝRC  
2月11日(木･祝) 休会 
2月18日(水) 創立23周年記念例会 ｻﾝﾋﾟｱﾝ 点鐘18：30 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２６名 ２０名 ６名 ８６．９６％ 

前々回(12月 10日)欠席４名 Make up 0名 ９１．６７％ 

 

  

 

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 



卓 話 都倉 正明 様 
「良き友に恵まれた花人生」 

 
私は生まれながら花の農家でございます。旧宮前馬絹(現

在の宮前区馬絹)で生まれ、本年1月1日（誕生日は定かでは

ありませんが・・・）88歳になりました。戦争も経験し、当時の焼

野原の風景も体験してまいりました。88年間生きてきた私の人

生経験を皆様にお聞かせできればと思っております。 

 旧姓は角田、都倉家とご縁があり都倉の姓になりました。都

倉家のお父さんに「どうしてもお前が欲しい」と言われ大正の

初めに結婚、恵比寿に出て生花店を開業したのが生花商の

始まりです。しかし東京大空襲で恵比寿も焼野原となったた

め現在の地に戻りました。 

都倉の親父さんからは「お前は婿にもらったんじゃない養

子として迎えたんだ」ということをはっきりと言っていただき、非

常に有難く縁というものを感じました。 

人とのふれあい、初めての出会いというものはどれくらい貴

重なのかということを88年の間につくづくと感じております。や

はり人と人との巡り合わせ、良い人に巡り合えれば良き方向に

向く、また悪い人に出会うと悪い方向に向くと感じております。

その点、私の人生は幸せな人生だと思っております。 

 私が役に付くとき、親父さんが「役をやるならそれなりの奉仕

をしろ。飲んだり食べたりするときもそれなりの覚悟でやれ」と

言われました。本当に物分かりの良い親父さんに出会い幸せ

だったと思っています。お母さんも良い方で、私に一言も意見

も言わないし温厚な方でした。家内が亡くなり23年経ちますが、

家内もそういう家庭に生まれたものですから、物分かりが良く

小言も言われたことがありませんでした。家庭的にも本当に恵

まれ良かったと思っています。 

私は26歳で結婚し色々な人達とのふれあいを経て、地域の

役から県、また国の役もやらせてもらいました。職員または官

僚と携わり、私の意見も聞いてくれるし相手の話も聞かせても

らう、そういう人たちにも巡り合い本当に良い人生経験、勉強

をさせていただきました。花業界に関しても色々知識を与えて

もらったことを今でも感謝しております。 

最初に全日本の花屋さんの会長になった時、たまたま農林

水産省の今でいう天下りの人が事務局長をやっており、その

当時の会長さんに「都倉お前代わりに行け」と言われ、農林水

産省・厚生労働省・文部科学省等の会議に行きました。事務

局長が「何でも良いから俺の後に付いてこい。名刺交換をど

んどんやれ、人とのふれあいをやれ」と言われ勉強しました。

人との巡り合わせで、今の自分があると感謝しております。 

皆さんも色々な人生を歩かれていると思いますが、引っ張

ってくれる人がいなければ自分がそちらの方向に進まないと

いけない。機関車もそうでが、引っ張る力がないと早く走れな

いし、人様を大事に運ぶこともとできないと感じております。 

私も人生色々な経験をしまして、花の方に関しましてはたく

さんの方に出会い、現在も多少なり協会の顧問とか色々役を

やっており現職で活動しております。 

今日皆様に色々お世話になっております娘も来ております

が、家庭的に恵まれている感謝しております。普段あまり口に

出しませんけれど、私も心の中では感謝しております。 

私は88年間の人生の中で人に会った瞬間「ああこの人は幸せ

なのかな？ちょっと悩みがあるのかな？これも人生経験かな？」

と思っています。後輩等に会い悩み事があるのかと思うときは

カフェに誘い声を掛け、「お前そんなこと言わないで頑張れ

よ！」とか「こうしろよ！」とか、自分の経験の中から話をしてあ

げることが大事だと思っています。 

川崎のマイスター制度を作るとき、ドイツのリューベックに約

半月間派遣され、ドイツのマイスター制度を研修してまいりまし

た。日本でいう中学生に入りますとその人はその人の進むべき

道を決めて国で面倒見てそのマイスター制度の教育をするそ

ういうところは素晴らしいとそう感じました。  

つたない話でございますけどこれからも皆さんもまだまだお

若いでございます。世界中にロータリーの会員さんもおると思

います。そういう人たちとの巡り合わせを大事に、良き人生を過

ごされたら良いのかなと感じております。 

この2016年の新春を迎え、本年もますます皆さんも元気で

活躍されるよう結びに当たりまして祈念しまして、つたない話で

ございますけれどこれで終了させていただきたいなと思ってお

ります。本日はどうもいろいろとありがとうございました。 
  

ニコニコ報告   江口 進 親睦委員  
井上 裕司様（川崎中 RＣ） 
新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い
致します。本日はお世話になります。都倉正明さん卓話ご苦
労様です。残念ですが所用の為早退致します。申し訳ありま
せん。 

小林 敏伸様（川崎中 RC） 
あけましておめでとうございます。新年早々メークアップにお
伺いしました。本年もよろしくお願いします。 

細山 勝三郎様（川崎中ＲＣ） 12月 24日受付分 
うっかり 12月 24日メークアップに来ました。ニコニコのみおい
ておきます。本年中はお世話になりました。来年もよろしく！ 

市川 功一 会長 会田 公雄 幹事  
  皆様、新年おめでとうございます。とても暖かく穏やかなお正
月をどのようにお過ごしだったでしょうか。今日は都倉会員の
お父様に新年早々お越しいただきました。卓話よろしくお願
いします。 

山田 一之 会員 
皆さん、明けましておめでとうございます。 
本年も又よろしくお願い申し上げます。 

河合 束 会員 
皆さん、明けましておめでとうございます。 
年賀状ありがとうございます。 

都倉 八重子 会員 
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致しま
す。本日は、父がお世話になります。 

ＳＡＡ一同（担当 高瀬会員） 

皆様の笑顔溢れるお正月を過ごされたことと思います。 

2016年も幸多い年となりますことを心より祈念いたします。 

親睦委員会一同 
皆様、新年あけましておめでとうございます。 
暖かい日が続きますが、体調を崩しやすいのでご自愛ください
ますようお願いします。  
「みんなニコニコ」   

Mr．鈴木 会員・若狭 滋則 会員・田辺 清夫 会員 
山本  剛 会員・原  秀元 会員・古越 孝男 会員 
小泉 正博 会員・小林 正樹 会員・工藤 和弘 会員 
 

 
次回１月２１日（木）の卓話予定 

「職業奉仕月間に因んで」平 雅吉地区職業奉仕委員長 

ニコニコボックス 本日 30,000円 累計 441,000円 

記念日ニコニコ 本日 10,000円 累計 65,000円 


