
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

第 1432回 （本年度 第 3回） 

平成 30年 8月 2日（木）  
 

点  鐘  小泉 正博 会長 

司  会   東出 隆裕 会場監督 

斉  唱 「君が代」「奉仕の理想」 

会員出席報告 若狭 滋則 親睦副委員長 

欠席者：今井会員、坂本会員、戸張会員、髙木会員 
 
 

お客様紹介 小泉 正博 会 長    

◆斉藤 正彦 様（川崎西ＲＣ） 

国際ロータリー第 2590地区 米山選考委員長 

◆佐久間 馨 様（川崎北ＲＣ 会長） 

◆相良 久征 様（川崎北ＲＣ 幹事） 

 ◆武田 信平 様（川崎北ＲＣ） 

 ◆韓 喬 君（米山奨学生） 
 

お客様ご挨拶 
 
◆佐久間 馨 様（川崎北ＲＣ 会長） 

 相良 久征 様（川崎北ＲＣ 幹事） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

本日は表敬訪問に参りました。川崎北RCと川崎中原RC

は非常に近い関係にあると思います。今年は第2グループ

活性化委員会を立ち上げるべく、柳下ガバナー補佐と動い

ております。どんどんと会員数が減っている現状を踏まえ

て皆様と協力し合っていく。奉仕というのは親睦の上に成

り立つとおっしゃったＲＩ会長もいらっしゃいます。是非、

今年は成功するまでやり続けようと考えております。今年

1年、小泉会長、徳安幹事が川崎中原ＲＣをもっともっと

発展させるべく、第2グループを含め皆様で素敵な奉仕を

していけるような活動をしていきたいと思っております。 

◆武田 信平 様（川崎北ＲＣ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私はＮＰＯ法人日本アンプティサッカー協会の理事を

務めております。今年メキシコでアンプティサッカーのワ

ールドカップが開催されます。選手を派遣するための資金

調達ということで皆様にご協力いただきたいと思い参り

ました。 

アンプティサッカーというのは下肢に切断障がいを持

った人達がクラッチ（杖）を使ってサッカーをします。上

肢に切断障がいのある人がゴールキーパーをやり、ピッチ

は60ｍ×40ｍ、ゴールは少年用を使用します。選手達にア

ンプティサッカーの素晴らしさを聞くと、足や腕を失った

時の失望感、不安、塞ぎこんで大変落ち込んだ。そんな時

アンプティサッカーを知りトライしてみた。最初は上手く

出来なかったが、練習を重ねるにつれ楽しさが増すととも

に上達していく。ボールを蹴る楽しさ、フィールドを駆け

る爽快感、練習することにより技術が向上していくという

達成感が気持ちを前向きにし、人生を明るくしてくれたと

皆言っています。ワールドカップは今年10月24日から11

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２９名 ２３名 ６名 ８５．１９％ 

前々回(7月 5日)欠席 5名 Make up ２名 ９６．３０％ 

 

 

 

 

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 
 

 

 

KAWASAKI NAKAHARA R.C. WEEKLY／2017～2018 
 

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 



月5日迄メキシコで開催されます。協会そのものに資金が

なく、自己負担で行きますが、その負担を少しでも減ら

したいということでクラウドファンディングを開設しま

した。是非アクセスしていただきご支援を賜ればと思っ

ております。皆様、どうぞよろしくお願い致します。 

◆松沢 しげふみ 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様にはここ数年で2回ほど卓話に呼んでいただき、二

宮尊徳の話や江戸城天守閣再建の話をさせていただきま

した。本日は地域をまわり精養軒様に挨拶をしていまし

たところ、川崎中原ＲＣさんが例会中でした。知事の頃

から小泉会長にはお世話になっております。徳安幹事は

中学校の同窓生です。ご挨拶だけさせていただきます。 

国会の方は様々な問題がありました。政府の説明責任

が足りない、野党の追及能力も足りず、なにか不完全燃

焼の国会でありました。2ヶ月ほど前には大阪で地震があ

りました。西日本の豪雨など日本には地震、災害、水害、

台風があります。日本を守るためには、国のきちんとし

た体制がないと駄目だと思います。災害対策省みたいな

ものを作り自然災害に対応していく、そのような活動を

していきたいと考えています。皆様には地域活性化等で

ご尽力いただき心から感謝しております。私も皆様に負

けないようしっかりと頑張って参ります。今後ともよろ

しくお願い致します。 
 

奨学金贈呈 

◆韓 喬 君（米山奨学生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前年度皆出席者表彰式 

◆都倉 八重子 会員 出席率 266.67% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ホームクラブ100％出席 市川功一会員 
出席率100%以上の会員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

都倉八重子会員・市川 功一会員・河合  束会員 

小林 正樹会員・神谷  直会員・徳安 久是会員 

小泉 正博会員・若狭 滋則会員・東出 隆裕会員 

戸張 裕康会員・江口  進会員・宮崎 玲児会員 

堤  研司会員・山本  剛会員 
 

ニコニコ報告  若狭 滋則 親睦副委員長 

◆斉藤 正彦 様（川崎西ＲＣ） 

国際ロータリー第2590地区 米山選考委員長 

川崎中原ＲＣの皆様には大変お世話になっております。

本日は卓話に参りました。宜しくご指導いただきますよ

うお願い申し上げます。 

◆佐久間 馨 様（川崎北ＲＣ 会長） 

◆相良 久征 様（川崎北ＲＣ 幹事） 

2018-19年度の会長、幹事を仰せつかりました。新年度

を迎え、小泉会長、徳安幹事年度の船出を祝し、心より

お喜び申し上げます。川崎中原ＲＣの皆様、1年間よろ

しくお願い申し上げます。 

◆武田 信平 様（川崎北ＲＣ） 

今日はアンプティサッカーのお願いに参りました。 

◆小泉 正博 会長・徳安 久是 幹事 

被災地の皆様にはお見舞い申し上げます。 

大変暑い日が続いております。健康管理には十分にお気 

をつけください。 

◆会田 公雄 会員 

小泉さん、羽黒高校甲子園出場おめでとうございます。

100周年記念でまず1勝を。素晴らしい指導者になられた

ようですね。 



◆小林 正樹 会員 

小泉会長、夏の高校野球選手権山形代表、羽黒高校甲

子園出場おめでとうございます。応援させていただき

ます。 

◆都倉 八重子 会員 

斉藤様、地区米山奨学委員会では大変お世話になって

おります。卓話よろしくお願い致します。7月21日に川

崎大師ローターアクトの献血活動に地区委員として参

加してまいりました。幸い献血もできたという元気な

都倉です！ 

◆河合 束 会員  

青少年交換学生、Allen君は30日にお母さん、お姉さん

とともに帰国致しました。帰国に先立ち27日には徳安

さんに鎌倉観光に連れて行っていただき、また28日に

は台風の中、送別会に出席いただいた皆さん、ありが

とうございました。 

◆親睦委員会一同 

猛暑を超えて酷暑の日々が続きます。私の身の周

りでも熱中症にかかる人が増えています。水分補

給に努めてください。 
 

「みんなニコニコ」 
市川 功一 会員・山本 剛 会員・島田 叔昌 会員 
若狭 滋則 会員・内藤 松雄 会員・小泉 正博 会員 
神谷 直 会員・渡久地 政房 会員・田辺 清夫 会員 
坂口 精一 会員・堤  研司 会員 

 

卓 話 「サービス Service 心」 

◆斉藤 正彦 様（川崎西ＲＣ） 

国際ロータリー第2590地区 米山選考委員長 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず最初に、ポールハリスがロータリークラブを作

った時代背景を少し話します。当時のシカゴは金権主

義、何でもかんでもお金で動くような世の中でした。

ポールハリスは父親の事業失敗に伴う破産により、祖

父母に預けられ高校へ進学、退学処分を受けるなどし、

別の高校に入学するということもありながら、大学へ

と進学をします。その後弁護士登録をするも、仕事を

始める前に 5年間だけ、米国はもちろん海外に渡り様々

な業種の仕事に就き働きました。5年間各地を働きなが

ら旅をし、その後シカゴで弁護士を開業します。資本主

義の街で話せる仲間を作るにはどうしたら良いか。同業

者だから競争してしまう。それなら異業種なら支え合え

る。異業種の仕事の助け合いが出来る相互扶助の集まり

を作ろうとしました。親睦を通じまじめなアイデアが

次々と出され 1905 年シカゴに初めてのロータリークラ

ブが誕生、その後、約 20年の間にロータリーのソフト、

ハード面とも基礎が出来上がりました。親睦と相互扶助

で始まったロータリーでしたが、対社会的意義を自覚、

自分たちのことだけの利益集団では駄目であるとの批

判も生まれました。奉仕をしなくてはいけないのではな

いかという時に、シェルドンという人が入会、サービス

という考え方をロータリーに持込みました。シェルドン

は 1人が儲ければよいのではなく、あくまでも自分達の

利益があって、その利益を皆で分けていく。ロータリー

の余裕が出来た時に社会貢献をしようというアイデア

を出し、サービスという形の文言で組入れました。これ

がサービスの原点です。 

ポールハリスはひとつの事に凝り固まることなく、常に

様々な意見に耳を傾け、相手の意見を受入れていきまし

た。親睦と相互扶助だけではなくサービスを組入れたこ

とで発展、この事がロータリーが 100年も続く結果に繋

がったと思います。 

ロータリアンは毎週毎週例会に集まってくる。それは

なぜか。この例会でサービスの心を伝授しようというこ

とがロータリーの根本にあるのではないかと思います。

まずは親睦。腹を割って話せるような状態になって初め

て親睦というものが出来てくると思います。毎週例会に

来て、様々な職業の人達と話し、色々な物の考え方を学

び経験する。クラブの中で様々な経験をして、色々な尺

度から物事を考えていただく。その中から何が生まれて

くるのか。互いに切磋琢磨することで、本来の親睦が生

まれるのではないかと考えています。サービスの心を考

える、親睦の根幹にあるのは毎週の例会だと私は思って

います。まず例会を大事にしていただきたい。例会がク

ラブ奉仕、クラブのサービスです。そこが上手くいかな

いのに社会奉仕だ、国際奉仕だというのは、私は違うと

思います。まずは例会を大切にし、その中から切磋琢磨

してサービスを学んでいく。それを自分の職業に生かす。

自分の職業に余裕が出来てきた時に、初めて社会奉仕が

出来る。社会奉仕の一部が国際奉仕、青少年奉仕へと続

いていく。 

まずは職業奉仕、クラブ奉仕、基盤が出来た所で社会奉

仕。社会奉仕の一部の中で青少年奉仕、国際奉仕という

５大奉仕という体系になります。 

サービスというのを説明することは非常に難しいです。 

≪二代目ガバナー井坂 孝氏≫が話したものを紹介い

たします。 

人間は孤独の生活のできない群居の動物であります。群

居しているので、人と人の関係が始まります。人と人の

関係が始まれば、自分の都合だけを考えているだけでは

ニコニコボックス 本日 37,000 円 累計 87,000 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 0 円 



いけません。したがって群居の状態を良くするために

は、各自が人のために役立つような事をすることを考

えなくてはなりません。人のために役立つということ

は英語で言うサービスであります。ロータリーはサー

ビスを持って、人間活動の根本観念となさんとする運

動であります。この運動を達成する目的をもって職業

人が集まり、自己の業務をもってサービスを為さんと

組織された団体がロータリークラブであります。 

井坂氏はサービスをこのような形で表現をしました。 

シェルドンの考えていたサービスがだんだんと変わって

きているのも事実だと思いますし、英語の表現につい

ても日本人が考える訳と英語圏の人たちが考えるもの

は微妙な違いがあります。たかがサービスですが訳に

よっては違ってくる。サービスという言葉をサービス

と訳せば良かった。奉仕という言葉よりもサービスと

いう言葉が日本人にとって何かを与えるという形に変

わってきている、強くなってきている。先人の方たち

が残してきた文献を色々な意味でたくさんのロータリ

ーの方が見直しております。私も勉強させていただい

ておりますが、なかなか難しいです。私は井坂氏が残

した、人はひとりでは生きられない。その中で我々が

生きていく中で必要なものがサービスだと思います。

まだまだサービスについては様々な説もあります。 

本日の卓話がサービスについて考えるきっかけになれ

ばと思います。つたない卓話でしたがご清聴有難うご

ざいました。 

 

 

８月２３日  報告事項   
 
小泉 正博 会長 徳安 久是 幹事 
 

１．理事会報告（議事録は、8月 23 日に配付 ） 
 

２．川崎とどろき RC 直前会長 齊藤 巖様が 8 月 5 日に

ご逝去されました。享年 71 才 

  通夜：8月 11日(土) 18 時～19時   

告別式：8月 12 日(日) 10 時～11 時 

  場所：セレモニア平安会館 みやうち   

※ 心よりご冥福をお祈り致します。 

 

３．第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ会長･幹事会開催のご案内が届いておりま

す。（幹事クラブ：川崎北 RC） 

  日時：2018年 9月 11日(火) 18：00～   

場所：美景鮨 

 

４．地区からの来信 

①米山奨学委員長会議開催のご案内とアンケートへの

協力依頼がきております。 

また、米山月間（10 月）の活動について問合せがき

ております。 

  日時：2018年 9月 13日(木) 15：00-17：00  

場所：メモワールプラザソシア２１ 

 

②2017-18 年度派遣学生帰国報告会 並びに 2018-19 年

度来日学生歓迎会のご案内が届いております。 

  日時：2018年 9月 1日(土) 14：00～16：45 

（報告会) 17：00-18：30（パーティ） 

 場所：曹洞宗照光山 常倫寺「常勝閣」 
 

③地区大会記念「西日本豪雨災害支援チャリティゴルフ

大会」のご案内が届いております。 

  開催日：2018年 10月 15 日(月)   

場所：磯子カンツリークラブ  

※申込期限：9月 14日 
 

④「アクトの日」開催のご案内が届いております。 

横浜南 RAC・川崎大師 RAC合同ﾎｽﾄによる開催 

 日時：2018年 9月 9 日(日)13：00-16：30  

場所：横浜セネックス大会議室 
 

⑤ＲＬＩ（ロータリーリーダーシップ研究会）パートＩ 

開催のご案内（再度） 

 日時：2018年 9月 9 日(日) 8：30-16：30   

場所：聖光学院中学高等学校 
 

５．川崎西北 RCより、創立 45 周年記念誌をお送り頂きま

した。 （回覧） 
 

６．他クラブ例会臨時変更  

●川崎高津南 RC  

9 月 17日・24日(月) 休会  

※本年度は第 3 週と第 5週の例会はございません 

●川崎南 RC  

9 月 18日・10月 9 日・10月 30 日(火)  

祝日を含む週による 休会 
 

７．回 覧 

 ◇会報：新川崎 RC  ◇活動計画書：川崎麻生 RC  

 

 

今後の予定 
 
 

９月 ６日(木) 理事会 11：00～ 

例 会 点鐘 12：30 ホテル精養軒 

卓話：米山学友 丁 中斐君 

  

９月 13 日(木) 研修会 18：00～ 

 ジェクト㈱ 会議室 

 地区副幹事 地区Ｒ財団資金推進委員 

鈴木慎二郎様 研修会後、懇親会 

 

９月 20 日(木) 早朝例会 点鐘 7：30  

ホテル精養軒 

卓話：保護司会 元会長 原 増男様 

「保護司の仕事について」 

 
 


