
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

第 1438回 （本年度 第 9回） 

平成 30年 11月 1日（木）  
 

点  鐘  小泉 正博 会長 
 

司  会   今井  敬 会場監督 
 

斉  唱 「君が代」「奉仕の理想」 
 

会員出席報告 江口 進 親睦委員長 

欠席者：坂本会員、坂口会員、徳安会員、髙木会員、 

都倉会員、渡久地会員、東出会員 
 
 

お客様紹介 小泉 正博 会 長    

ゲストスピーカー 

山口 尚史 様（市立高津高校 定時制教頭） 

安斎  廉 様（市立川崎総合科学高等学校 定時制教頭） 

佐藤 優衣 様（市立川崎総合科学高等学校 ３年） 

関根 泰三 様（市立橘高等学校 定時制教頭） 

井上 桃子 様（市立橘高等学校 ２年 ） 

韓  喬  君 （米山奨学生 ） 
 

奨学金贈呈と近況報告 

韓  喬  君 （米山奨学生 ） 

 

最近、とても嬉しい

ことがありました。

自分が研究している

大きな学会に参加し、

最優秀の講演賞をい

ただきました。自分

の研究が認められ、

価値ある事なのだと

認識することが出来

ました。これからも

頑張って成果を出し

ていきたいと思います。 

 
 

今月の誕生日  おめでとうございます♪ 

山本  剛 会員（11月 25 日） 

宮崎 玲児 会員（11月 19 日） 

東出 隆裕 会員（11月 16 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ報告  江口 進 親睦委員長 

◆小泉 正博 会長・宮崎 玲児 副幹事 

定時制高校の皆様、ようこそおいで下さいました。 

本日はよろしくお願いいたします。 
 

◆ＳＡＡ一同 

定時制高校の皆様、本日はお忙しい中お越しいただき 

有難うございます。勉強させて頂きます。 
 

「みんなニコニコ」 

市川 功一 会員・堤  研司 会員・神谷  直 会員 

会田 公雄 会員・島田 叔昌 会員・Mr.SUZUKI会員 

若狭 滋則 会員・内藤 松雄 会員・江口  進 会員 

中村 敏史 会員・山本  剛 会員・田辺 清夫 会員 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２９名 ２０名 ９名 ７４．０７％ 

前々回(10月 4日)欠席 6名 Make up 2名 ９２．５９％ 

ニコニコボックス 本日 14,000 円 累計 192,000円 

記念日ニコニコ 本日 15,000 円 累計 40,000 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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会長・小泉 正博  幹事・徳安 久是  会場監督・今井 敬  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 

 

『インスピレーションになろう』 Be the Inspiration 

ＲＩ会長 バリー・ラシン 第２５９０地区ガバナー 金子 大 



委員会報告 
 
◇指名委員会 市川功一委員長 
 

2019-20年度 理事･役員候補者(敬称略)  

会 長      徳 安 久 是 君 [既 決] 

副会長      市 川 功 一 君 

理 事（職業）  江 口   進 君 

理 事（社会）  神 谷   直 君 

理 事（国際）  山 田 一 之 君 

理 事 (青少年) 坂 口 精 一 君 

直前会長    小 泉 正 博 君 [既 決] 

会長ｴﾚｸﾄ 小 林 正 樹 君 

幹 事     宮 崎 玲 児 君 [既 決] 

副幹事     神 谷   直 君 

会 計     中 村 敏 史 君 
 

  ※ 12月6日の年次総会に於いて選挙を行います    

卓  話   

山口 尚史 様（市立高津高校 定時制教頭） 

皆様こんにちは。本日は 9 月に行われました川崎市内定

時制高校生弁論大会で入賞しました 2 名の生徒を連れて

まいりました。その後、振興会についてご案内させてい

ただきますのでよろしくお願い致します。 
 

安斎 廉 様（市立川崎総合科学高等学校 定時制教頭） 

市立川崎総合科学高等学校は多摩川に面した小向仲野町

にある 15 階建てのビルを使わせていただいております。

本日卓話をする佐藤優衣さんは、クリエイト工学科機械

コースクラスで紅一点、頑張っています。最近は高所作

業車の資格を取ることを目標にして頑張っているとのこ

と。本日はよろしくお願い致します。 
 

佐藤 優衣 様（市立川崎総合科学高等学校 ３年） 

 

もし、知らない人、顔

も見たことない人に

声を掛けられたら皆

さんはどうします

か？ 

2 週間前、すぐそこに

○○ホームセンター

入口とご丁寧に矢印

までついた看板を 10

ｍ程先にして「○○ホ

ームセンターはどこ

から入ればいいの？」

と聞いてくるおばあ

ちゃんがいました。その時自分は「そういえば、よく道

を聞かれるな」と思いました。その辺の道端で「○○っ

てどこで売っているの？」「この化粧品はどこで売ってい

る？」とか。たまに外人さんにも聞かれます。母親共々

尋ねられるので、試しに 2週間位回数を数えてみたとこ

ろ 6回という結果でした。多いのか少ないのかわからな

いので友人に聞くと「多いのではないか、知らんけど。

そもそも聞かれた事すらない」と爪の先位にしか参考に

ならない答えしか帰ってきませんでした。もうひとつ友

人に聞いたことがあります。もし道に迷ったり店の場所

がわからなかったりしたら、どういう人に聞くのかとい

う質問です。そしたらおもしろい答えが返ってきました。

その回答に自分が当てはまっている所が少ない気がし

たからです。その回答の中で４つあげさせていただきま

す。 

まず１つ目は「人当たりがよさそうな人、ニコニコした

人」これはちょっと自分には当てはまりません。なぜな

ら私はすぐに眼が乾燥し光が眩しく感じてしまうため

眉間に皺が寄っていることがとても多く、小さいころか

らの写真もほぼ睨んでいるような写真しかありません。

とても人当たりが良くニコニコしているとは言い難い。

さっきまで笑っていたのに急に真顔になるから怖いと

友人に言われます。これは、自覚がありません。 

2つ目、信号待ちの時。これも当てはまりません。自転

車で走行中、歩いている最中、凄い時は自転車で坂道を

下っている時に声を掛けられたこともあります。これは

正直危ないので止めてほしいです。 

3つ目。40代くらいの優しそうなおばちゃん。私はちゃ

んと 10代です。もしかしてこれは母の方に当てはまる

のかもしれませんが、私の母はメイクをしていてもして

いなくても顔がとても濃く優しいとは少し違った顔を

している気がします。 

最後に忙しそうじゃない人。これはどうだかわかりませ

んが、私は汗かきで歩くスピードも速いと思っています

が、他から見ると、ゆっくりなのかもしれません。実際、

中学生の時、何回か話しかけられ遅刻したことがありま

す。おばちゃんとかお年寄りとかと会話が凄く弾んでし

まうのです。同年代の人とは恥ずかしいのか、焦って上

手くおしゃべりが出来ないのにとても不思議です。 

しかし友人の答えの中には当てはまるものもいくつか

ありました。まず、おしゃれに気を使わない人。お恥ず

かしながら私は美的感覚が乏しく、一般的にかっこいい、

可愛いとか、おしゃれとかがよくわかりません。かっこ

いいというのは見た目ではなく生き様でおしゃれとい

うものはもはやアートという認識なのです。ちなみに美

しいはわかります。仲間幸恵さんです。 

次に地元っぽい人、普通の人。私、川崎生まれ、川崎育

ち。普通と言ったら超普通。そこいらにいる一般人。 

話が長くなりましたが、私の第一印象をひとつに纏める

と“眉間に皺が寄っているけど、話しかければ答えてく

れそうな普通の人”ということがわかりました。悲しく

も人は無意識のうちに見た目で判断します。有名な話で

は表情 6割、話し方 3割、話す内容 1割といった結果が

出るほどに第一印象というものは偏っています。 

皆からどう思われているかと気になるのが普通です。話



しかけてみると普通の人だった。なんと素晴らしいこと

でしょう。凄い。素晴らしいと思うのは声をかけたその

人の勇気です。どこかで誰かに声を掛けられたら立ち止

まってみても良いと思います。子どもに、大人に、お年

寄りに、外人さんに、お隣さんに、同級生に。偽善者に

なれとは言いません。人助けをしろとも言いません。何

より声を掛けてくれた人が一目見てこの人ならと信じて

くれている証拠かもしれません。自分がどういう人に見

えるのかというのが分かるきっかけになるかもしれませ

ん。困っているから声を掛けた。その相手が自分だった。

なんて喜ばしいことでしょう。見ず知らずの人が、見ず

知らずの私をほんのひとつまみでも信じてくれた事が、

とても言い難いほど嬉しく感じるのです。何でこの人は

自分に声を掛けたのだろう。何でこの人は友達なのだろ

う。考えると“なぜ？”が止まりません。私がこんなに

思うのならば、きっとあなたも何か不思議に思うこと、

分からないことがあるはず。振返ってみるのも“乙”だ

と思います。 

皆さんは自分のことをどこまで知っていますか？ 

 

関根 泰三 様（市立橘高等学校 定時制教頭） 

井上さんは現在 2 年生、御幸中学校出身です。趣味は音

楽を聴くこと。特技はスポーツ、小学生から中学生まで

バスケットボール、高校ではバレーボール部に所属、ポ

ジションはレフト、今年は県で優勝、全国大会に参加し

ました。本日の議題はいじめについてです。よろしくお

願い致します。 

 
井上 桃子 様（市立橘高等学校 ２年 ） 

 

いじめ。皆さんはいじ

めという言葉を聞いて

何を連想しますか。私

はこの言葉を聞いて川

崎の多摩川で起きた殺

人事件の事を思い出し

ます。この事件につい

ては、殺人の現場が近

いことやいじめの内容

が衝撃的だったことか

らとても印象に残って

います。皆さんの中に

もこの事件のことを覚

えている人も多いと思います。 

このような事件に限られず、いじめというものは言葉の

いじめや、暴力によるいじめ、様々な形で実在していま

す。そしてそのいじめによって深い傷を負う人がいるの

です。少しでもいじめを減らすためには、そして少しで

も傷を負う人を減らしていくためにはどうしていけば良

いのでしょうか。 

そもそも、何故いじめというものが起きてしまうのでし

ょうか。その人が嫌いだからですか？自分の不満を晴ら

すためですか？いじめるのが楽しいからですか？他にも

様々な理由があると思います。私はいじめについて考え

てみました。考えてみて思ったことがいくつかあります。

ひとつはいじめをする人たちの考え方についてです。何

を根拠にいじめをするのか。いじめを行う人たちのほと

んどが自分より弱いと思っている人をいじめの対象に

していると思います。でも本当の弱者はいじめをする人

たちだと私は思います。自分よりも弱い人をいじめる事

しかできないのは悲しいことだと思います。もうひとつ

思ったことは、いじめを行っている人たちの、ひとりひ

とりの心の弱さについてです。大体のいじめは集団で行

われていることが多いと思いました。そう考えた時にい

じめを行う人たちが 1 人きりだと誰かをいじめること

に対して臆病になってしまいます。手が出せない人が、

ほとんではないかと思いました。だから自分と同じよう

な人たちと関係を作り、仲間がいる事で初めて誰かを傷

つけるいじめという行為に至るのだなと思いました。仲

間がいる事で自分たちを強く見せている。本当は弱い者

同士の集まりなのではないかと思います。 

今まで話してきた内容としていじめを実行している側

のことについて話してきましたが、私は必ずしもその人

たちだけが悪いというわけではないと思います。例えば

クラスの中でいじめが起きているとします。あなたはそ

の光景を見てその人を助けようとしますか？それとも

見て見ぬふりをしますか？人によって様々な行動をと

ると思います。私自身助けられるのかとなると判断でき

ません。でもそこで見て見ぬふりをするのはいじめを行

っている人と同罪なのだと思います。心の中では、助け

なくてはいけないということは分かっているのに、助け

たら自分が標的となりいじめられるかもしれない。いじ

められたくないが故に知らん顔をしたり、自分もその人

をいじめたり、自分は関係ないと思っても、例えそのつ

もりがなかったとしても同罪となってしまうという事

に変わりはないのです。 

いじめをなくそう。いじめはいけない。言葉で表すのは

簡単です。誰にでもできます。ですが、そんな言葉を並

べてもいじめは減ることも、無くなることもありません。 

ここ何年かで、いじめが原因で自殺してしまった中学生、

高校生のニュースをよく耳にするようになりました。私

たちと同じ時間が流れている中で自殺をしてしまった

子たちが毎日どんな思いで過ごしていたのかを考える

と胸が苦しくなります。 

誰かに相談できなかったのか。寄り添ってあげることは

できなかったのか。色々なことを考えると辛くなります。

そんないじめをなくすためにはどうしたらよいのか。私

に完璧な解決策があるわけではありません。ただ、ひと

つ大切だと思うことは常に相手の気持ちを考えて行動

するという事です。もし身近にいじめなどで悩んでいる

子たちがいたら相談にのるなど、その子の助けになるよ

うな行動をとりたいと思います。 

皆さんも一度いじめについて考えてみてはいかがでし

ょうか。 

 



松原 成文 様（川崎市内定時制高校振興会 会長） 

本日はこのような時間を

お作りいただき有難うご

ざいます。佐藤さんが話さ

れていましたが、色々な方

に声を掛けられた時はし

っかりと対応するという

のも大切です。見ていると

高齢の方、車椅子の方等

色々な方がおられますの

で、こちらから手を差し伸

べていくことも必要かと

思います。いじめに関しま

しては、川崎市に限らず全国で問題になっており、文科

省の方からも発表がありましたが、こういった問題行動

が過去最高である、件数が増えてきているという現状で

す。地域活動、奉仕活動をしっかりとやられているＲＣ

様にもご支援、ご協力をいただければと有難いと思いま

す。 

振興会は昭和 36 年に発足、60 年近くになります。高度

成長期の頃です。当時は地方から多くの若者たちが都会

に仕事にきており、もっと学びたいという勤労学生の支

援をさせていただくというのが始まりです。 

近年は個人的な事情、家族の事情、全日制の高校に行く

のが困難という方が多数おり、そういった方々をしっか

りとサポートとしていくという考えのもと、夜間に限っ

たものではなく昼間でも学べる、自分のスケジュールに

合った時間帯に学べるというのが今の定時制です。 

本日は地元企業の方もたくさんおられます。是非とも定

時制を卒業された方の受入を、居場所、働く場所をご提

供いただければ大変有難いと思います。川崎で生まれ、

川崎で育ち、川崎で仕事をしたいという卒業生もたくさ

んいます。定時制の子どもたちの育成、青少年の健全育

成という意味からも働く場所の提供を何とか考えていた

だければと思います。そして、それを支えるためにはあ

る

程

度

の

資

金

が

必

要

と

な

り

ま

す。定時制の子どもたちは勉学にスポーツに文化活動も

頑張っております。是非、定時制のご理解をいただきご

支援、または振興会にご入会いただければ幸いでござい

ます。 

１１月１５日  報告事項  
 
小泉 正博 会長 徳安 久是 幹事 

 

１．理事会議事録 配付 
 
２．第 2グループ会長幹事会の報告 
 
３．地区大会表彰品のお渡し 

 ◇長寿会員： 

山田一之会員・島田叔昌会員・田辺清夫会員 
 
４．地区からの来信 

①2018-19年度 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：2018年 12月 20日(木) 15：00-17：00 

  場所：メモワールプラザソシア 21 4F 

※会長・Ｒ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 
 
②米山年末パーティのご案内が届いております。 

 日時：2018年 12月 9日(日) 18：00-20：30   

場所：ホテルキャメロットジャパン４Ｆ 

※鈴木カウンセラー、都倉地区委員が出席予定 
 
③第 35回ロータリー青少年指導者養成セミナー 

（ＲＹＬＡ）参加者推薦の依頼がきております。 
  

<第 35回ＲＹＬＡについて> 

  日 時：2019年 2月 9日(土)-10 日(日) 1泊 2日 

  会 場：横浜市野島青少年研修センター 

登 録：11月 30日までにクラブ分を取りまとめて 

横浜西 RCあて  
※本日ご案内をポストに入れさせて頂きましたので、 

このプログラムに見合う 18才～30歳までの参加者

のご推薦をお願い致します。 
 
④ＲＬＩ（ﾛｰﾀﾘｰﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会）パートⅢ 開催の 

ご案内が届いております。 （再度） 

  日時：2018年 11月 25日(日) 8：30-16：30 

場所：聖光学院中学高等学校 締切：11月 16日 
 
５．新横浜 RCより、南アフリカ学習者支援の協力依頼

とパンフレットが届いております。 
 
６．他クラブ例会臨時変更  

●川崎 RC  

11月 29日(木) 休会 

 12月 13日⇒9日(日) 年忘れ家族会  

川崎日航ホテル 点鐘 12：00 

 12月 27日(木) 休会 

●川崎鷺沼 RC  

12月 19日(水) 年末家族会  

二子玉川エクセルホテル東急 点鐘 18：00 

 12月 26日(水)    休会 
 

７．他クラブ会報の回覧   

川崎 RC、川崎北 RC、新川崎 RC 
 
８．本日例会終了後、ガバナーを囲んで懇談会を開催し

ますのでご出席ください。（30分程度） 
 

 



第 2グループ 第 3回 新会員交流会 
～ロータリークラブの「青少年奉仕」 

「国際奉仕」を身近に知ろう～ 
 

2018 年 10月 26日（金） 18:30～20:00 
メゾン・ド・バッハ 701 号室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１０月２６日 新会員交流会の件、タウンニュース 
宮前区版・中原区版に掲載されました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今後の予定 
 

◇12 月 1 日 (土) 年末家族会 

     リストランテ･フィオーレ  

点鐘 18：00 
 

◇12 月６日 (木) 例会  
点鐘 12：30 ホテル精養軒 

  年次総会 

※次年度理事･役員の選挙を行います。 
 
◇12 月 20 日 (木) 早朝例会 

点鐘 7：30ホテル精養軒   

  卓話：丹羽 千種様 

「健康ストレッチ」 
  

◇1 月１０日 (木) 例会  
点鐘 12：30 ホテル精養軒 

卓話：中原区副区長 高田智幸氏  

「中原区の街づくり」 


