
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 1526回 （本年度第 21回）例会 

令和 4年 5月 12日（木）ZOOM 併用例会 
 

点  鐘  宮崎 玲児 会 長 

司  会    小林 正樹 会場監督 

斉  唱 「君が代」「奉仕の理想」 
 

会員出席報告  

 
欠席者：阿部会員、河西会員､坂本耕会員､髙木会員 
 
お客様紹介   
☆ゲストスピーカー  

 防衛大学校教授 坂口 大作様 

☆川崎中 RC 創立 50 周年実行委員会 

 実行委員長 内藤 幸彦様 

☆川崎中 RC 創立 50 周年実行委員会 

渉外･広報部会委員長  細山勝三郎様 

☆川崎中 RC 次年度幹事 川口 禮敬様 

☆横浜緑 RC 直前会長 舟橋金之介様 

☆横浜戸塚中央 RC 会長 青木 伸久様（ZOOM） 

☆川崎大師 RC 会長 牛山 裕子様 

☆米山奨学生 エンクトルビルグーン様 

 

川崎中 RC より創立 50周年のキャンペーン 
           

50 周年チャリティ 
コンサート 
2022 年 7 月 23 日(土) 
昼食 12：00 
コンサート 13：00 
 
50 周年記念式典 
2022 年 10 月 18 日(火) 
点鐘 15：00 
両日、ホテル精養軒 

 
米山奨学金贈呈 

 

 

 

 

 

会員お祝い お誕生月おめでとうございます♪ 
 
☆鈴木次男 会員  5月 12日 
☆市川功一 会員  5月 4 日 
☆内藤松雄 会員  5月 8 日 
☆神谷 直 会員  5月 14日 

☆菅野研一 会員  5月 24日 
☆井元雄一 会員  5月 23日 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
卓 話 防衛大学校教授 坂口 大作 様 
 

「日本の防衛について」 

～なぜ日本に安全保障が定着しないのか～ 
 

徳安プログラム委員長からの簡単な紹介 

防衛問題の専門家です。もともとは一等陸佐の地位

にあったが、リタイアして防衛大学に任官されました。 

軍事関係の国際関係のとても詳しい専門家です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは、坂口です。個人的なことですが、

隣の武蔵中原駅は私の妻と出会った場所です。ですの

で、とても感慨深い思いでいます。 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２４名 １７名 ７名 ８０.９５％ 

前々回(4 月 7 日) 欠席 7 名 Make up 1 名 ８１.８２％ 

 

KAWASAKI NAKAHARA R.C. WEEKLY／2021～2022 
 

 

 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 AM7:15～ TEL:044-711-8855 
 

 

 

会長・宮崎 玲児  幹事・江口 進 会場監督・小林 正樹 会報委員長・神谷 直  

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 

 

『奉仕しよう みんなの人生を豊かにするに』 Serve to Change Lives 

ＲＩ会長 シェカール・メータ 第２５９０地区ガバナー 小倉 正 



 

なぜ、日本に安全保障が定着しないか。 

現在、ウクライナで、一昔前の戦争が起こっていま

す。ウクライナはとても疲弊しています。しかし、一

方で、中国が台湾を侵略しないかという懸念もある。 

北朝鮮は、弾道ミサイルの発射実験をしている。日本

の排他的地域にミサイルが着弾しております。 

 

このような周囲の状況がありながら、なぜか日本では

安全保障が定着しないのか。なぜ、日本人は戻元過ぎ

れば、忘れてしまうのか。 

 

戦後生まれた歪んだ平和主義のせいでもありましょう。

また、敗戦の罪の意識の重さもあると思います。GHQ

による植え付けも大きな要因です。 

大きな惨禍を残した第一次世界大戦後の平和主義が

広がったのと同じと考えてもいいと思います。 

しかし、国民の潜在主義に根差していない平和主義

というのは定着しないと考えます。 

 

日本本来の土壌や歴史からも考えてみたいと思いま

す。日本は、島国で他国からの侵略から守られている

という地理的要因、地理的隔離性があります。 

日本の仏教、儒教の教えがあり、笑顔の絶えない民

族、共生を好む属性があります。江戸時代は鎖国をし

たが、これが長く続いたのは単一民族性があったから

です。国土面積が狭いわりに人口が多く、もともと分

け合うことが必要だった。そこに、和の尊重が生まれ

ました。 

また、日本は内向的思想が強く、その結果、内向き

な傾向があります。島国という認識はあっても、大海

原を航海する気質を持ち合わせていません。 

ただ、明治から昭和にかけての大陸政策や秩序を維

持する政策から、安全に対する意識が強かったと言え

ます。大陸との距離が近いことから常に脅威があった

はずです。そこに、安全に対する繊細な精神が生まれ

たのです。 

本来は、平和的な国家にあっては軍は遠ざけられる

はずですが、大陸の脅威があることから軍にも一定の

地位を与えられました。 

 

アメリカは日本の軍事力を抑えつつ、対ロシア政策

を行いました。自衛隊は、軍隊か警察かわからないと

ころがあります。 

日本の戦後の安全保障は、日米安保をもとに築かれ

ました。一方では憲法９条に戦力の放棄を掲げ、しか

し一方では戦力の増強という矛盾する要請が現実にあ

りました。軍人でなくても一般の人は、軍を一定程度

理解しまた。群というのは、社会人の教育をする組織

でもありました。貧しく無学のものにも一定の教育の

機会を与える組織だったと言えます。軍を通じで社会

との関りをもったのです。国民は日常生活から軍を理

解したと言えます。 

 

 

 

世論調査の結果をご覧ください。 
 
Q1 危険がある８５％ 

自衛隊に関心がある ６７％ 

防衛問題に対する関心は高まっています。 

次に、自衛隊への期待ですが、 

災害派遣 ８０％越え 

国防任務 ６０％ 

これをみると国民の意識は、国防より防災が強いみた

いです。 

さらに、軍備増強については、 

増強賛成 ２９％ 

現状維持 ６０％ 

これをみると危険を感じてはいるが、だからと言って

軍備増強は求めていないということです。 

 

憲法９条は限界ではあるがだからといって、憲法の

改定には至っていません。自衛隊の募集も厳しい状況

です。ちなみに戦争が起きたら国のために戦うかを調

査したこところ。調査した中で最低でした。 

今や、軍事技術は、戦争するためではなく戦争を抑止

するために必要なものです。 

日本も、いつか安全神話から目覚める時がくるときが

あろうかと思います。ことが起きてからでは遅いので

す。 

 

 

 

 

宮崎会長 労務管理ワンポイント 
 

従業員の懲戒について 

経営者の方から、従業員に懲罰を与えたい、と

いうような相談を受けることがありますが、今

までどのような指導をしたか聞いてみると特に

指導や教育を行っていないケースがあります。

懲戒は一般的には、重大さによっても違います

が口頭注意から始まって、始末書、減給、出勤

停止、懲戒解雇など順を追って、かつその都度

適切な指導や教育を行うことが重要です。会社

として適切な指導や教育を行ったにもかかわら

ず、改善しない場合に行うのです。裁判などで

争いになった際、特に何も指導や注意をしてい

ない場合、それは黙認していたとみなされるこ

ともあります。普段からコミュニケーションを

とっていくことが大切です。 



 

ニコニコ報告    
◆川崎中 RC内藤幸彦様・細山勝三郎様・川口禮敬様 
川崎中 RC の創立 50 周年記念事業並びに記念式典の
キャラバンに参りました。コロナ禍ではございます
が、感染対策を十分に致しまして50周年をお祝いし
たいと思っております。本日は、貴重な時間をまこ
とにありがとうございます。 
  

◆横浜緑 RC直前会長 舟橋金之介様 
いつもお世話になっております。横浜緑 RC の舟橋と
申します。本日メークアップさせて頂きます。 

どうぞ宜しくお願い致します。 
 

◆川崎大師 RC会長 牛山裕子様 
いつも例会の案内を頂き有難うございます。 

卓話を楽しみに参上しました。 
 

◆宮崎玲児会長・江口 進幹事 
本日は多数のお客様にご来訪いただき誠にありがと
うございます。防衛大学校教授の坂口大作様、本日
の卓話、大変楽しみにしておりました。宜しくお願
い致します。 
 

◆徳安久是会員 
坂口先生、卓話楽しみにしておりました。 

宜しくお願い申し上げます。 
   

◆SAA一同 
 本日は、多くのお客様のご来訪 誠に有難うございま

す。坂口様、お話楽しみにしておりました。 
   
◆親睦委員会一同 
 国際情勢が目まぐるしく変ぼうする中、坂口先生の

お話を聞き今後のニュースにより関心を持ちたいと
思います。 

 
◆「みんなニコニコ」 
 Mr.SUZUKI会員・市川 功一会員・江口 進会員 
神谷  直会員・神林 久雄会員・遠藤 久乃会員 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

会長報告 宮崎 玲児 会長（5月 19日）  
１．現・次期合同 会長･幹事会の報告   

5 月 17 日(火)18：00～精養軒 
 

２．志村雄治ガバナーエレクトより、次年度に向けて

の資料一式が届いております。 

 神谷会長エレクト・内藤次年度幹事あてにお送り

しております。ご対応お願い致します。 
 
 
 
幹事報告 江口  進 幹事（5月 19日）   
１．地区からの来信 

①女性交流会（輝く女性ロータリアンの集い）開催 

のご案内が届いております。 

 日時：2022 年 6 月 14 日(火) 16：00-19：00 

 会場：ヨコハマ グランド インターコンチネンタル 

ホテル 3F 

会費：5，000 円 申込締切：5/31（火）  
 
※都倉会員、下條会員、遠藤久乃会員にご案内済 

 

② 下記冊子が届きましたので関係の方にお渡しします。 

【2022-23 地区研修・協議会関連】 

クラブ米山奨学委員長の手引き・米山記念奨学事

業豆辞典・米山記念奨学会チラシ 

【地区・各委員会等発行冊子】 

2020-21 D2590 年次報告書・ロータリー米山記念

奨学会の 50 年のあゆみ・米山奨学生の横顔 

第 51 回ローターアクト地区年次大会報告書・ 

学友浜崎 2018-2021Vol10、11 合本版 
 
２．川崎鷺沼 RC より、研修セミナーのご案内が届いて 

おります。 ※5/16 メール配信済 
 
日時：5 月 20 日(金) 15：30-17：30  

場所：HOTEL ARU KSP 3 階 会費：無料 

講演：テーマ 「最近のＲＩの変化とその対応について」 

～これまでのロータリーこれからのロータリー～  

会員制度と会員増強について 

講師： 刀根

と ね

 荘兵衛氏 ＲＩ第 2650 地区 2016～17

年度ガバナー 敦賀 RC 
 

※参加申し込みは、川崎鷺沼 RC 事務局まで  

  

３．他クラブ例会臨時変更 本日は、ございません 

   

４．他クラブ会報の回覧    

川崎南 RC、川崎とどろき RC 

 

５．次回例会は、６月２日(木) 点鐘 12：30 です。 

  例会前 11：00 より、理事会を開催致します。 

本年度最後の理事会となりますので、ご出席を

お願い申し上げます。 

  

ニコニコボックス 本日 20,500 円 累計 320,000 円 

記念日ニコニコ 本日 25,000 円 累計 100,000 円 

例会情報   
５月１９日(木) 点鐘 18：00～20：00 
   創立 35周年記念例会 

  
６月 ２日(木) 点鐘 12：30 クラブ協議会 

  
６月１６日(木) ホテル精養軒 

ファイナル夜間例会 


