
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1415回 （本年度 10回） 

平成 29年 11月 16日（木）  
 

点  鐘  若狭 滋則  副 会 長 

司  会   工藤 和弘  会場監督 

斉  唱  「四つのテスト」 

お客様紹介 若狭 滋則 副 会 長  

小川 湧三様（川崎鷺沼 RC） 

長寿会員のお祝い   
地区大会の報告 

長寿会員の表彰品が届きましたのでお渡します 

山田一之会員、島田叔昌会員、田辺清夫会員 

山田 一之会員 Ｓ9.5.28 生まれ 

島田 叔昌会員 Ｓ11.2.5 生まれ 

田辺 清夫会員 Ｓ11.3.11 生まれ 

おめでとうございます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員出席報告 渡久地 政房 親睦･出席委員 

欠席者：今井会員、坂本会員、髙木会員、高瀬会員、都倉会員、 

山本会員 
 
 

ニコニコ報告  渡久地 政房 親睦･出席委員 
 
◆小川 湧三 様（川崎鷺沼ＲＣ） 
 お世話になります。 
 

 
◆若狭 滋則 副会長 ・河合  束 幹事 
 今年も残り少なくなり、忘年会シーズンとなりまし
た。マスコミ等で報道されたり、報道されないもの
もありますが、お酒を飲みすぎるとろくな事が起き
ません。くれぐれも飲みすぎには注意しましょう。 

 
◆若狭 滋則 会員 
先日、ゴルフコンペで優勝しました。 
 

◆市川 功一  会員 
 台湾のアレン君、今週から当家に移りました。 
大分日本に慣れてきています。 
 

◆社会奉仕委員会 東出 隆裕 会員 
 先日、日曜日、中原区民祭にて自転車のワイヤーロ
ックの配布を行いました。ご参加ありがとうござい
ました。 
本日は、社会奉仕のクラブフォーラムです。不慣れ
な点が多多あると思いますが、宜しくお願いします。 
 

◆ＳＡＡ一同 
 久々の早朝例会で身が引き締まります。本日は社会
奉仕のクラブフォーラムです。東出会員、宜しくお
願いします。 

 
◆親睦委員会一同 
 寒くなってきたので、みなさん風邪にはお気をつけ
下さい。  

「みんなニコニコ」  
小泉 正博 会員・市川 功一 会員・内藤 松雄 会員 
江口  進 会員・坂口 精一 会員・神谷  直 会員 
堤  研司 会員・江口  進 会員 

 
 

  

社会奉仕委員 クラブフォーラム  

委員長 東出 隆裕 会員より 

社会奉仕委員の東出でございます。まず先日の中原区民祭

におきまして防犯グッツの配布活動にご参加いただきま

した方々には、ご協力いただきまして誠に感謝申し上げ 

ます。 

ありがとうございました。 

本日のクラブフォーラムにつきましては、まず私からは先

日行なわれました、地区のクラブ社会奉仕委員長会議の内

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２８名 １８名 １０名 ７５.００％ 

前々回(10月 26日) 欠席 6名 Make up3名 ９６.１５％ 

ニコニコボックス 本日 18,000 円 累計 273,408 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 45,000 円 

 

 
 

 

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 第１木曜日 PM12:30～ 第３木曜日 AM7:30～ TEL:044-711-8855 
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『ロータリー：変化をもたらす』 Rotary：Making A Difference 

ＲＩ会長 イアン・ライズリー 第２５９０地区ガバナー 湯川孝則 



容についてのご報告と最近の活動についてのご報告をさ

せていただきます。のちに社会奉仕委員の山田会員より

長い経験に基づきお話をしていただきたいと思います。 

よろしくお願い致します。 

 

それでは私のほうから 9 月 22 日に行なわれましたクラブ

社会奉仕委員長会議についてご報告申し上げます。 

私も初めての出席で少し緊張したのですが主に 2 部構成

で始めに他の 3 クラブの社会奉仕活動についてプロジェ

クターの画像を交えた報告でした。その内容につきまし

ては、10 月の第 1 例会のガバナー補佐を迎えてのクラブ

協議会にてガバナー補佐よりご紹介がありましたので詳

しい内容は省きますが、 

まず川崎西北 RC より「音楽を通じて老人ホームと中学校

吹奏楽との交流」ということでクラブ会員が関係する多

摩区にある老人ホームに中野島中学校の吹奏楽部が行っ

て演奏をしてご老人たちの心を癒すといった内容で同時

に若者とご老人たちとの交流を促すといった内容でした。 

次に新横浜 RC の「新横浜パフォーマンスについて」とい

うタイトルの活動報告でまず新横浜パフォーマンスとは

何なのか事前ネットで調べてみたのですが、新横浜にい

る子供たちや企業、各団体が協力して新横浜を盛り上げ

ようという趣旨のイベントのようです。そこでインター

アクト・ローターアクトとともにバザーを行いその収益

を寄付するといった内容でした。 

最後に横浜南 RC の「たばこの吸殻拾い歩きウオーキング」

ということで、内容としましては、横浜南ローターアク

トと新横浜ローターアクトが主催となって横浜の蒔田公

園というところから関内までの間を参加者約 150 名でグ

ループに分かれてタバコの吸殻や空き缶などのゴミを拾

う活動を行なっているとのことです。この活動もはじめ

はクラブ会員 2～3人で始まったそうでなかなかクラブ内

でも協力が得られなかったようですが徐々に人数が増え

て今では大きな活動になったようです。予算もゴミ袋や

軍手など用意する程度で５万円くらいで収まる活動のよ

うです。 

以上のような活動報告がありまして、休憩を挟んで次に

グループディスカッションを行いました。今までは各グ

ループ（第１グループ・第２グループのように）テーブ

ル分けをしていたようですが、今回はランダムに席を決

めてテーブルごとにディスカッションする形式でした。

テーマは「クラブ社会奉仕活動の課題と展望について」

との事でしたが私がいたテーブルでは各クラブの活動報

告が主でその内容につきましては、お配りいたしました

「クラブ社会奉仕活動状況」をごらんいただければと思

います。 

私が地区のクラブ社会奉仕委員長会議に参加させていた

だき感じた印象は、みなさんそれぞれ賛否はあると思い

ますが地区としては、各クラブにアンケートを行ったり、

各グループごとに１人相談窓口担当をおいたりしている

のを見て、他クラブと合同で何か行ってみてはどうなの

かと推奨しているようでした。自分としましては、「本当

に助けが必要だ。」というところでの活動を希望しますが、

だからといって考えてばかりで何もしないよりかはまず

活動したほうがいい、という思いもありどうすべきか考え

ています。 

以上が地区のクラブ社会奉仕委員長会議のご報告となり

ます。 

 

私が今取り組みたいと思っている活動の 1 つに子供の貧

困問題があるのですが、今年４月の地区補助金申請前に自

分でも調べたのですが既に活動を行っている他クラブが

あるようです。お配りましたもう１枚の資料ですが事務局

に届いたものを岩崎さんよりいただきました。横浜本郷

RC より届いたものです。まさに私がやりたいと思ってい

る内容としてご紹介させていただきます。ただ現状は思っ

ているだけでなかなか具体的になっていません。何とか時

間を作って皆様にご相談できる状況までもっていければ

と思っています。 

続きまして現在の活動についてですが 

前年度でしたでしょうか？川崎市にボッチャの競技セッ

トを寄贈させていただいた流れで 8 月に川崎市の障害者

スポーツ担当の方と川崎ボッチャクラブの代表の方が来

られました。 

来年の 2 月に関東ボッチャ選手権神奈川大会が行われる

に当たり、会場の準備ついての協力の依頼を受けました。 

その大会の概要を皆様にお知らせいたします。 

※別紙にて概要の説明 

主幹の川崎ボッチャクラブと当クラブ理事会にて協議の

結果、会場にコートを 10 面作るためのテープ、これは会

場が今年の 10 月にオープンした新しい会場ですのであま

り粘着力の強くないものとして（建築現場などに使用する

養生テープ）を 20 個、ビニールテープ 10 個を寄贈させて

いただくことになりました。金額にして約 5,600 円となり

ます。 

寄贈品は既に用意が出来ておりますので次回 12 月 7 日の

例会に代表の方にお越しいただきお渡しする予定です。 

以上が私からのご報告となります。 

 

私もまだ勉強中の身ですのでいろいろご指導いただけれ

ば幸いです。皆様のご意見・アドバイス等ございましたら

宜しくお願いします。 

つづきまして社会奉仕委員の山田会員よりお話いただき

ます。 

宜しくお願い致します。 

 

社会奉仕委員 山田 一之 会員より 

本日の話は、職業奉仕と社会奉仕に関わる話になろうかと

思います。 

 

平成 6年ごろ、元住吉のブレーメン商店街の理事長職にあ

りました。 

その頃は、すでにロータリーの会員でした。ドイツの組合

の会長もロータリアンで、話がスムーズでした。 



自分の仕事を通じて職業奉仕ができないかというところ

からのスタートでした。 

また、ドイツでの仕事ということで国際奉仕にも繋がり

ます。 

ドイツのブレーメン州にあるロイドパサージュという商

店街の活性化の仕事でした。向こうの代表は百貨店の支

店長クラスです。何より、信用での繋がりが重要です。 

ブレーメンの商店街は素晴らしい商店街でした。戦争で

焼け野原になったはずですが、かつての街を再現してい

ます。 

ジェトロと組んでその仕事はスタートしたのですが、日

本とドイツの差は 10 年あることがわかりました。経済、

財政、物作りの面で 7 年、人間性の差は 3 年あるそうで

す。 

それから何と、昨年難民を 100万人以上受け入れるとい

うことで、日本ではあり得ないことです。いろいろドイ

ツ国内では問題になり、それは世界中に配信されました。 

自国の利益を度外視した行動。人道的観点に、メルケル

さんの指導力の凄さを感じます。 

中原ロータリークラブにもお願いし、昨年国際奉仕活動

としてドイツ大使館を訪問し、応援をして頂き、ありが

とうございました。 

これぞロータリーだからできる社会奉仕、国際奉仕です 

今年も二十万人を受け入れるとのこと、差別を許さず正

義を貫く指導者メルケルさん。クラブの応援をお願いし

ます。 

私が商店街の仕事でドイツの州政府と関わり合いできる

と、道州制のドイツでは州政府のお世話になります。州

の首相にお力をお借りするのです。また、川崎市長の親

書を何度も持っていくことになり、これぞ社会奉仕活動

の一環です。商店街、どこも市に応援を求めている。州

政府。日本も同じ。 

向こうに行く前から、事前の交渉が大切。 

最終的には市長の親書を山田さんが持っていくことがで

きた。 

役人は固くて、前例がないと一歩を踏み出さない。 

 

私が初めて大使館に行ったのは東西ドイツが統一した記

念日のことです。 

ドイツ大使館から招待状がきた。これは、当時のブレー

メン首相と駐日ドイツ大使からです。これには驚きまし

た。モトスミ商店街の理事長であったこと及びロータリ

アンであったことが大きかったと思います。田中代議士

もビックリした。 

大きな式典なので、夫婦で出席しました。奥様には着物

で出席してもらったそうです。とても好評だったとのこ

と。 

日本の常識世界の非常識と言われないようにしよう、フ

ランクフルトの空港で気持ちを入れ替えました。旅人で

はなく、仕事をしに行くという感覚。これは、当人しか

分からないことです。まさに、ゲルマン民族の凄さと誇

りを感じた一年でした。 

そういう気持ちでブレーメンに向かいました。 

そのため、こちらも和の精神ではなく、ハッキリ主張する

というスタンスが大切です。 

商店街においては、ワンポイントのつもりで理事長を受け

まして、初代の理事長は国際交流派で少数派でした。 

内部の対立もあって、商店街の国際化という問題には、中

でも反対派が根強くいました。特に、パパママ営業の店は

消極的でした。 

商店街活動の中心に環境問題を取り上げ、世の中に貢献す

る商店街を目指したいと思いました。すでにドイツとの姉

妹商店街協定を結んでいたので、合意を無にすることはで

きないという気持ちでした。 

ドイツの環境政策は徹底しています。 

エンジンをかけたままでのアイドリングを認めないので

す。それ位徹底しています。 

ブレーメン商店街では、まずペットボトルやビンを商店街

で回収することを始めました。ポイント還元して、買い物

に使ってもらう。買い物袋を商店街でだす。日本では初め

てで、普及させるため、学校でも配りました。 

商店街活動をやって、20年になります。姉妹商店街で成

功しているところは元住吉ブレーメンだけ。マスコミも利

用することができています。 

当時の環境大臣の小池さんが会いたいということで副理

事長とお会いしたり、与謝野通産大臣が視察に来たりしま

した。一期 2年のつもりでしたが、12年間理事長をやり

ました。まさに社会奉仕そのものです。 

うちのクラブも大使館との交流が続くことを願っていま

す。私ももう歳です。来年の事が分からない。健康であれ

ば、またドイツに行きたいです。 

最後に、社会奉仕についてですが、自分の香典返しはしな

い。そのお金はユニセフを通じて寄付したいと考えていま

す。 

極楽の便りがきたなら、目下多忙と断れ、としたい。ご静

聴、ありがとうございました。 

 

第２回 研修会 １１月３０日   
１１月３０日 18：00より 
ジェクト株式会社 会議室で、研修会を開催。 
 

講師 ダンウェイ株式会社  
代表取締役社長 高橋 陽子様 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

会長報告 高瀬 建夫 会長（12 月 7 日分） 
 
１．湯川ガバナーならびに大会委員長より、地区大会 

無事終了の礼状を頂戴しております。 
 
２．地区大会こども美術展にご協力頂いた方に、礼状と

当日の様子を撮影したフォトブックが届き 

  ましたのでお渡し致します。  

※河合会員ご家族 
 
３．2018 年ロータリー国際大会（2018 年 6 月 24～27 日

カナダのトロントにて開催）の第 2590 地区オリジナ

ルツアー（大会参加旅行プラン）及び地区ナイト(ガ

バナー主催晩さん会)のご案内が届きましたのでポ

スティングさせて頂きます 
 
４．理事会報告  

 
 

幹事報告 河合 束 幹事（12 月 7 日分） 
 
１．地区からの来信 

①地区主催チャリティマラソン大会担当者説明会開催 

 日時：2017年 12月 8日(金) 16：30-17：30    

場所：メモワールプラザソシア２１ 

 

②2018-19 年度 ロータリー財団奨学生募集に関する資料

が届いております。 

 

③地区Ｒ財団補助金管理セミナー開催のご案内が届いて 

おります。 

 日時：2017年 12月 19日(火) 15：00～17：30  

場所：メモワールプラザソシア２１ 
 
※「地区Ｒ財団補助金管理セミナー」に出席し、後日  

地区とクラブの MOU（覚書）を提出することが、

2018-19年度の R財団プログラムに参加する（地区補

助金、グローバル補助金を利用する）為の必須条件

になります。会長､ロータリー財団委員長､会長エレ

クト､会長ノミニーより、2名の出席依頼。 
   

④ロータリーレート変更のお知らせが届いております。  

2017年 12月より、１ドル＝１１２円に変更 

 （ 11 月は１ドル＝114円 ） 

 

２．横浜東 RAC より、例会のご案内が届いております。 

・12月 15日(金)  20：00-22：00 

フレッシュネス＆Ｂａｒ 

 

 

 

３．他クラブ例会臨時変更 

●川崎北 RC    

12月 13日(水) 移動例会 ﾘｽﾄﾗﾝﾃ ﾌｨｵｰﾚ 点鐘 12：30 

 12月 20日(水) 年忘れ家族会 点鐘 18：00 

ﾖｺﾊﾏｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ   

 12月 27日・1月 3日(水) 休会 

●神奈川 RC   

12月 18日⇒20 日(水) ｸﾘｽﾏｽ家族会 点鐘 18：00 

ﾖｺﾊﾏｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ  

  1月 1日・8日(月)   休会 

1 月 22日(月) 神奈川東 RCと合同賀詞交歓例会 

                 点鐘 18：30 

●川崎南 RC    

12月 19日(火)年忘れ家族会 点鐘 18：30                 

12月 27日・1月 2 日(火)  休会 

1 月 9 日⇒10日(水)に変更 新春 4RC合同例会  

川崎日航ﾎﾃﾙ  点鐘 18：30 

●川崎中央 RC   

12月 18日⇒17 日(日) ｸﾘｽﾏｽ家族会  

川崎日航ﾎﾃﾙ     点鐘 13：00 

12月 25日・1月 1 日・8日(月) 休会 

1 月 10日(水)新春 4RC 合同例会川崎日航ﾎﾃﾙ点鐘 12：30     

●新川崎 RC    

12月 20日(水) ｸﾘｽﾏｽ家族会   点鐘 18：00 

川崎日航ﾎﾃﾙ  

12月 27日・1月 3 日(水)  休会 

1 月 17日(水)   職場訪問例会 横浜崎陽軒 

●川崎大師 RC   

12月 20日(水)   年忘れ家族会 点鐘 18：00 

横浜ﾍﾞｲｼｪﾗﾄﾝﾎﾃﾙ＆ﾀﾜｰｽﾞ  

12月 27日・1月 3 日 休会 

1 月 10日(水) 新春 4RC合同例会 川崎日航ﾎﾃﾙ 

   点鐘 12：30 

●横浜本牧 RC   

12月 21日(木)   夜間移動例会 

12月 28日・1月 4 日 休会 

●川崎ﾏﾘｰﾝ RC   

12月 21日(木)   ｸﾘｽﾏｽ家族例会  

ザ･クラシカベイリゾート 点鐘 18：00 

12月 28日･1月 5日  休会 

 ●川崎高津南 RC  

 1月 1日・8日(月)   休会 

1 月 22日(月)  移動例会 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会 

 

４．他クラブ会報の回覧  新川崎 RC 

 

 

12月 14日(木) ドイツ大使館訪問 
 

ご参加の方には、当日のご案内をお渡し致しますの

でご確認下さい。 

 

12月 21日(木) 年末家族会 

クイーン･アリス ガーデンテラス日吉 

点鐘 18：30 
 


