
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1341 回 （本年度 24 回） 

平成 28年 1月 14日（木）  

点  鐘  市 川 功 一 会 長 

司  会   古 越 孝 男 副会場監督 

斉  唱 「我らの生業」 

会員出席報告 江口 進 親睦委員 

欠席者：河合会員､工藤会員､徳安会員､髙木会員､髙瀬会員 
 

お客様紹介 市 川 功 一 会 長    

松沢 成文様（ゲストスピーカー・参議院議員） 

北野 嘉信様（川崎 RC） 

松波  登様（川崎北 RC） 

高木  一様（福田市長秘書） 

原 マサ代様（ハーラーズ） 

藤嶋とみ子様（中原区文化協会） 

野口 雅章樣（シロックス） 

宮下 敏子様（フリーアナウンサー） 

大羽 将裕様（スポーツアカデミー） 

松波 太郎様（㈱日本ヴューテック） 

原  正子様（原会員令夫人） 

市川 芳子様（市川会員令夫人） 

丁  中斐君（米山奨学生） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

本日のミニ情報 市川 功一 会長 
今月は職業奉仕月間ですが、日本では「奉仕」という

と無償でつくすこと、又はお客のために商品を特に安価
で売ること、というふうに理解され、「職業奉仕は分りに
くい」と考えるロータリアンが少なくないようです。私
が勉強した範囲では職業奉仕とは、高い専門的能力と高
い倫理観を持ち仕事をする。仕事を通して顧客、引いて
は社会に貢献する。結果として事業は発展する。それを
仲間に伝えることによりさらにこの考えが推進されるこ
と、と思っています。  

 
会長報告 市川 功一 会長（１月２１日）  
１．地区より、ＰＥＴＳ（会長エレクト研修セミナー） 

開催のご案内が届いております。 
  日時：2016年3月17日(木) 13：00-17：00 

3月18日(金) 13：00-18：00 
(17：00～懇親会）2日間 

場所：メモワールプラザソシア21 

 ※戸張会長エレクト、よろしくお願いいたします。  
２．川崎鷺沼RCより、青少年交換学生収支報告が届きまし 
  たので回覧致します。 

 

幹事報告 会田 公雄 幹事（１月２１日）  
１．地区からの来信 
 ①2015-16受入学生近況報告・2016-17派遣学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼ

ｮﾝ開催のご案内が届いております。 
  日時：2016年2月6日(土)14：00-16：00   
  場所：サンピアン川崎 
 ※岩木みすずさんとご両親が出席予定です。      
２．「ハイライトよねやま」回覧致します。  
３．他クラブ例会臨時変更 

●横浜あざみRC 
1月20日(水) 移動例会「職業を語る会」 

あざみ野中学校        点鐘12：00 
1月27日(水) 移動例会「職業を語る会」 

すすき野中学校 点鐘12：00 
7RC合同例会 新横浜国際ﾎﾃﾙ南館 点鐘18：15 

●川崎中央RC  
1月25日(月) 昼例会に変更  ｻﾝﾋﾟｱﾝ   点鐘12：30 
2月8日⇒9日(火) 移動例会 ＩＭ参加  

●川崎西北RC  
2月4日⇒9日(火) 移動例会 ＩＭ参加 

 2月11日(木･祝)  休会 
●川崎とどろきRC 

2月8日⇒9日(火)コメダ珈琲中原店にて移動例会後、
ＩＭ参加           点鐘13：00 

2月22日⇒24日(水)6RC合同例会  
ﾎﾃﾙKSP KSPﾎｰﾙ    点鐘18：00 

 

卓 話 松沢 成文 様 
「甦れ！江戸城天守閣」  

 
私は県会議員、衆議院議員、

県知事、参議院議員と政治の場

で活動させていただいておりま

す。 その中で川崎市民、中原区

民の皆様には長い間お世話にな

っております。本日皆様にお会

いできることを楽しみにしてま

いりました。 

政治家を長い間やってきて思

うことがあります。日本の教育

の問題点は「歴史を学ばなさすぎる」ということです。日

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２６名 １６名 １０名 ７６．１９％ 

前々回(12月 17日)欠席 5名 Make up 1名 ９５．６５％ 

 

  

 

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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『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 



本人である以上、日本の国がどういう経緯を経てやって

きたのか、先輩たちがどれだけ頑張って努力をしてこの

国を造ってきたか。そして日本の素晴らしい歴史や伝統

を私達がどう引継いで、将来の世代に何を伝えていくべ

きなのか。この縦軸を繋げていくためのポイントは歴史

を学び、現在何をすべきなのか考え、未来に何を伝える

のか考える。これがやはり国家、社会の発展の礎になる

と思います。神奈川県知事時代、全国で初めて高校の日

本史を必修化しました。その後東京都も必修化、ようや

く文部省として全国高校の日本史を必修化し、学習指導

要領改訂を決めました。これも神奈川からの改革が全国

に広がったということです。神奈川は歴史の宝庫であり、

常に日本史の中心にいました。神奈川の歴史は常に日本

を引っ張ってきています。それを子ども達に学んでもら

いこの地域を発展させるために考え活動してもらえるの

が一番嬉しいことです。神奈川県知事を2期務め、都知事

選の準備活動をしている時にひとりの素晴らしい経営者

と出会いました。森ビルを造り上げた森実氏です。この

方の講和の中で「経済だけで文化のない都市は人を惹き

つけることができない」という言葉に出会いました。東

京は世界一大きな人口や経済規模を持っていながら世界

に誇れる伝統文化があまり無く、浅草寺や歌舞伎座くら

いで、京都や鎌倉など外ばかりを紹介する。東京には例

に挙げる伝統文化がない街なのか。そうではなく江戸時

代の大火災、関東大震災、東京大空襲などで全部消失し

てしまっています。昔はここにあったんだよと想い出話

をするのであれば、なぜ今を生きる我々が復元しないの

か。ヨーロッパでは戦争が終わると、町の写真、設計図

を基に寄付を出し合い復元していきました。ヨーロッパ

にできてなぜ東京で出来ないのか。そこで私は考えまし

た。東京の最大のシンボルは何か。それは江戸城です。

最近は江戸城があった等いうことを知らない人が多いで

すね。江戸城は太田道灌が築城。上杉、北条、のちに徳

川家康が入城し、江戸を発展させるために拡張、整備を

行いました。江戸城が面白いのは天守閣が3つあることで

す。家康、秀忠、家光それぞれの時代に天守閣を造り直

しました。この江戸城の復元は、まず木造。鉄筋で造る

と文化財の価値がありません。そして税金を使わず復元

したい。都民や国民みんなで造り上げるものとして寄付

でやっていく。全額集まらなくても200億円を寄付で集め

融資を受け、観光客からの収入で銀行に返すことで資金

計画ができます。民間で造ることにより天守閣や郷土に

愛情が湧く。みんなで参加し相談し享禄してわが町のシ

ンボルを復元するということにこの運動の意義がありま

す。復元することにより日本の素晴らしい伝統的建築技

術も後世に伝えられます。これが江戸城復元プロジェク

トです。 

 NPO団体「江戸城再建を目指す会」というのがあり、現

在5千人の会員達が一所懸命働いています。私はその会の

国会政治担当のようなものです。このプロジェクトには

大きく3つの問題があります。まず1つ目は建築基準法。

例外がない限り木造は3階までしか建てられません。ある

程度の地震に耐えられ、火災にもなりにくいということ

を証明しなくてはなりません。2つ目は文化財保護法。文

化財史跡というのはそのままで維持しなければならない

というのが法律の趣旨。現在は江戸城4代目が造ろうとし

た天守閣の天守台が残っているだけです。その上に天守

閣を造るとなると、文化財保護法の観点から史跡をいじ

ってはまかりならんということになります。3つ目は宮内

庁です。現在吹上御所に天皇皇后両陛下が居住されてお

ります。天皇皇后両陛下が住まわれるには広大な敷地と安

全性が必要です。 観光客の方に東京で歴史伝統文化を感

じてもらうには復元ポイントが3つあると思います。1番は

江戸城天守閣の復元。2番目は日本橋の復元。日本橋は五

街道の起点です。江戸の市場には海の幸や山の幸が集まっ

てくるような江戸文化の象徴として、100m歩いただけでも

江戸時代の歴史伝統文化に触れることができる。3番目が

東京駅の復元。これは達成して観光客であふれています。

東京駅の復元だけでそれだけの観光客が集められるのだ

から、江戸城天守閣や日本橋が復元できたら歩いて歴史を

感じることができる。東京のど真ん中に歴史的伝統文化層

が出来上がり、すごい観光地となります。 

 日本はまだまだ観光産業、観光振興ができていません。

人々の心を癒してくれるのは歴史的伝統文化なのです。今

を生きる私たちが将来の世代への贈り物にしていく。そう

いう縦軸でもっと発展させていく。科学や技術、産業、工

業の力を日本は継続していくことがとても重要であると

考えます。また日本はサービス業が弱い。観光、外食等に

お金を使ってもらうためには観光産業を振興させればよ

い。本当に魅力のある街を造り、日本は素晴らしい。また

来たいと思わせる。そのシンボルとして江戸城天守閣復元

の運動を勧めていきたいと思います。 

 また、川崎だけでなく首都圏全体が繁栄するようしっか

りと政治活動していきますのでよろしくお願い致します。 

  
ニコニコ報告   江口 進 親睦委員  
北野 嘉信 様（川崎 RＣ） 
本日、大変お世話になります。よろしくお願い申し上げます。 
松沢先生、拝聴させていただきます。 

松波  登 様（川崎北 RＣ） 
お世話になります。 

市川 功一 会長 会田 公雄 幹事  
  年が明けて第 1回目の早朝例会に大勢の方にご参加いただ
き誠にありがとうございました。 
松沢様のお話をとても楽しみにしています。 

山本  剛 会員 
プロジェクターを拝借しました。 

ＳＡＡ一同 

毎朝寒くなり、やっと冬らしくなりました。 

親睦委員会一同 
皆様、おはようございます。松沢様、お待ちしておりました。  
「みんなニコニコ」   

若狭 滋則 会員・山本  剛 会員・原  秀元 会員 
小泉 正博 会員・小林 正樹 会員・都倉 八重子 会員 
 

 
次回１月２８日（木）の予定 
クラブフォーラム（職業奉仕） 

ニコニコボックス 本日 15,000円 累計 456,000円 

記念日ニコニコ 本日 0円 累計 65,000円 


