
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1357 回 （本年度 40 回） 

平成 28年 5月 19日（木）  
 

点  鐘  市 川 功 一 会 長 

司  会   高 瀬 建 夫 会場監督 

斉  唱 「我らの生業」 

会員出席報告 神谷 直 親睦委員 

欠席者：今井会員、江口会員、髙木会員、徳安会員 
 
 

お客様紹介 市 川 功 一 会 長   
潮田 智信 様 (ゲスト・スピーカー) 

鈴木 明彦 様（東京世田谷南 RC） 
清水 勝彦 様（市川会員ゲスト 

元 東京世田谷南 RC） 

丁  中斐 君（米山奨学生） 
   

米山奨学金贈呈 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

本日のミニ情報 市川 功一 会長 （5月 19日） 

今月は青少年奉仕月間。ロータリーでは高校生のイン

ターアクトや 30歳までのローターアクト、1年間の青

少年交換留学やローテックス等のプログラムがあるの

ですが、参加した若者がその後入会できるようなロー

タリークラブはまずありません。そんな中で高瀬会員

と参加したことがある「かながわ湘南ＲＣ」は例会日

が金曜の夜と土曜の昼で、年会費も 7万円でした。一

足飛びには無理でも若い人が入りやすいクラブを目指

していきたく思います。 
 
 

 

会長報告 市川 功一 会長（5 月 26 日） 
 
１. 現･次期合同 会長幹事会の報告 

 ・青少年交換学生負担金について    

クラブ負担金は＠6,000/人とし、ホストファミリー

への謝礼は 100,000/月 とする。  
 

・青少年交換学生ミカエラさんの震災被害について 

報告がありました。 

 帰国前に各クラブを訪問 当クラブへは、6 月 2 日

(木)の例会に来会予定 
 
２．持ち回り理事会の報告 

 

幹事報告 会田 公雄 幹事（5 月 26 日） 
 
１．地区からの来信 

①R青少年交換 受入学生近況報告・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6月4日(土) 14：00-16：00 

場所：サンピアンかわさき 

 ※岩木さん、出席の予定です。 
 
２．他クラブ例会臨時変更 

●横浜あざみ RC 6 月 1 日(水) 休会  
  
３．他クラブ会報の回覧  本日は、ございません。 
 
４．4 月より第 4 四半期（4 月～6 月）の会費 75,000

円の納入をお願いしております。 

  期末処理の関係上、6 月 16 日までにお納めいただ
きますようお願い致します。 

 
卓 話 潮田 智信 様「高校野球について」 
 

 確か 7年前、オリンピッ

クとキューバの話をさせ

ていただいたと思います。

本日は高校野球の話をし

たいと思います。 

 武蔵小杉の日石社宅跡

地と日医大武蔵小杉病院

跡地に 180m のツインタワ

ーマンションが建設され

る予定です。また南武線 

尻手～武蔵小杉間の立体交差化に向けた事業も進んで

います。私の所属していた三菱自動車工業硬式野球部の

練習グラウンドがある平間駅も高架化にし、広場やバス

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２７名 ２０名 ７名 ８３．３３％ 

前々回(4月 28日)欠席 5名 Make up 0名 ８８．００％ 

 

 
 

 

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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『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 



レーン等を作るなど、川崎市と三菱重工業で協議をし

ていました。そのグラウンドが早ければ来年にも一般

入札にかかり売却されます。大手不動産業者が商業ベ

ースとしてくると、あの土地が 100 億円位の価値にな

るのではとも言われています。おそらくマンション業

者が入札すると思われますが、広場やバスレーンを作

る土地の一部を川崎市に寄付すると、土地が狭くなり

ます。そこでマンション業者は建蔽率の変更を申し出

て、ここにも 200m 級のマンションが 2、3 棟建つかも

しれません。 

 一方で世田谷区にある駒澤大学の野球場が、オリン

ピック開催が決まったと同時に都市計画道路に決定さ

れ 2 年後には野球場が使えなくなります。そこで駒澤

大学から頼まれ三菱重工業を紹介しました。 

昔は三菱自動車工業硬式野球部もあり平間も活気があ

りましたが、現在は年配者が多くなり高齢化が懸念さ

れています。今、マンション建設等で賑わっている武

蔵小杉も 20年後は同じです。個人的には川崎市に駒澤

大学野球部が来て地域や子ども達に貢献していただく

ことが望ましいと考えております。 

 私は法政大学第二高校出身です。当時の野球部はと

ても厳しく、200人入部しても残るのは 15人、性格の

悪いのばかりです。性格が悪くなければ残れなかった、

しごきに堪えられませんでした。しかし凄い経験をさ

せていただいたと思っております。今ではありえませ

ん。説教をしてもパワハラと言われます。格差をつけ

てもいけないのです。最近では挨拶をすることが恥ず

かしいと感じる子どももいます。実践を重んじるため

監督・コーチから挨拶をする。学年に関係なく全員同

じように扱う。格差をつけず平等にというのが教育委

員会の指針なのです。今の高校野球を見ていると親が

一番強い。試験問題にもクレームをつけてくる。その

クレーム対策で大変です。昔とは環境が全く変わって

きています。今後、子どもの人口が少なくなっていく

ことを踏まえ野球界も様々な対策を考えていくことが

必要だと感じています。 

 最後に少しキューバの話。1987年キューバに 1ヵ月

滞在しました。日本を出てマイアミ、トランジットで

ハバナ、そしてキューバに向かいました。一睡もせず、

ホテルに入りバイキング。肉料理でしたが美味しくは

ありませんでした。ホテルから一歩でも出たら命の保

証はないと言われました。ホテルの周りを軍隊が取り

囲んで警備していました。帰りも空港で 10時間待たさ

れる。とんでもない経験をしましたがキューバは良い

ところでした。 

最後の日の夜の話は、また次の機会にお話しできれば

と思います。 

 

 

 

 

ニコニコ報告  神谷 直 親睦委員 
 

市川 功一 会長  会田 公雄 幹事  
本日は、潮田智信様には、お忙しいところをありがとう
ございます。30分ではとても足りないと思いますが高校
野球のお話しとても楽しみにしています。 

 
山田 一之会員 
 潮田さんご無沙汰しています。今日はお忙しいとこ
ろご苦労様です。法政二高に喝を！！ 

 よろしくお願い致します。 
 
高瀬 建夫 会員 

前回お話しいただいたのは、平成 21 年 10 月でした。 

もう 7 年前になるんですね。今日も楽しいお話し期待し

ています。 
 

小林 正樹 会員 

 潮田先輩、ようこそお越し下さいました。 

 心より歓迎させていただきます。 
 
鈴木 次男 会員 

 丁君ようこそ。 
 
都倉 八重子 会員 

 本日、地区会員増強委員会に出席してまいります。 
 
親睦委員会一同より 

 新緑が、本当に美しい季節になりました。体を動かして

健康を増進させていきましょう。 
 
「みんなニコニコ」  
山本  剛 会員・小泉 正博 会員・若狭 滋則 会員 
原  秀元 会員・工藤 和弘 会員・田辺 清夫 会員     
古越 孝男 会員 
 

 
 

次回 ６月 2 日（木）の予定 

 会員お祝い/ 

卓話：河合 束会員 

「インド ポリオワクチン投与の報告」 
 

 

ニコニコボックス 本日 15,000 円 累計 704,500 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 125,000 円 


