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小林

勇次副会長

川崎ＲＣ 斎藤 文夫様
本日卓話の栄に浴し、光栄に存じます。来年度2590地
区大会実行委員長としてお世話になります。
川崎ＲＣ 市川 洋治様
斎藤先生御苦労様です。卓話を聞かずに退席します。
申し訳ありません。
野沢 隆幸会員
斎藤文夫様、ご多用の中、今日の卓話講師をご快諾頂
き有難うございます。
来訪ロータリアンのご紹介
川崎ロータリークラブ

飯塚
市川

会長報告

元明親睦委員長

洋治様

岩井

茂次副会長

１．米山梅吉記念館より秋季例祭の案内（回覧）
全国一人100円募金運動のお願い （募金箱）

幹事報告
矢野 清久幹事
メールBOXに以下の文書が入っていますので、ご確認
下さい。
１．正会員の入会選考について
２. ガバナー月信
３．9/12職場訪問移動例会 出欠表（再度回覧）
当日、日本銀行訪問の為、身分証明書が必要
川崎大師ロータリークラブ

週報

第7号

鈴木 昇二会員
斎藤文夫様、本日はお忙しい所、卓話宜しくお願い致
します。浮世絵に付いてのお話、楽しませて頂きます。
竹田 正和会員
斎藤文夫先生ようこそ！！本日は卓話よろしくお願い
します。
竹中 裕彦会員
お暑うございます。夏バテしないで体重が微増してい
るこの体がうとましい・・・
石川 庸会員
①斎藤先生、本日は大変お忙しい中を時間を作っていた
だきまして、誠に有難うございます。久し振りに先生
の浮世絵講話を楽しみにしております。
②市川洋治さん、暑い中ご苦労様です。ゆっくりしてい
って下さい。
2012年8月29日
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船木 幸雄会員
足のケガで欠席していましたが無事完治しました。長
い間ご迷惑をかけ申し訳ありませんでした。
沼田 直輝会員
斎藤先生いつもお世話になっております。本日はよう
こそいらっしゃいました。先生の卓話を楽しみにしてお
りましたが、本日所用により早退させて頂く為お話を聞
く事が出来ません。誠に残念です。今後共よろしくお願
い致します。 川崎新宿青年会 本町1丁目 沼田
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会は７月以降、月2～3回のペースで行っています。26日
（日）に地区から南アフリカへ派遣されます4名の団員
の選考会があります。ホスト会員をお願いします。前年
は寺尾会員、増田会員の所へお世話になりました。有難
うございます。
卓話者のご紹介

横山 俊夫会長
斎藤文夫様、卓話楽しみにしておりましたが、本日諸
会議の為、沖縄に出張となり失礼します。
小林 勇次副会長
斎藤文夫様卓話宜しくお願い致します。皆様暑さに負
けず、頑張りましょう。
本日のニコニコのテーマ
斎藤文夫様、本日は卓話宜しくお願いいたします。
水口
衛会員、秦
琢二会員、牛山 裕子会員
船山 昭三会員、飯塚 元明会員、鈴木 幹久会員
島岡 榮基会員、石川
庸会員、中村 眞治会員
石渡 勝朗会員、竹内 祥晴会員、坂東 保則会員
布川二三夫会員、増田 昌美会員、谷澤 幹男会員
石渡 利治会員、岩井 茂次会員
斎藤 文夫様より卓話お礼をニコニコに頂きました。

隆幸会員

文夫様

略歴

昭和25年9月 慶應義塾大学経済学部卒
県議会識員(県議会議長)・参議院議員（2期)
川崎ロータリークラブ会長(2005)(RC在籍43年)
来年度2590地区大会実行委員長

現職

神奈川県観光協会会長・川崎市観光協会会長
川崎大師観光協会会長・川崎港振興協会会長
神奈川県更生保護協会会長・川崎自立会会長
川崎・砂子の里資料館館長(2001～)

矢野 清久幹事
斎藤館長、本日の卓話宜しくお願い致します。

生年月日

野沢
昭和3年7月

斎藤

著書・所属団体等・その他
世界見たまま(昭和42年)
現在、神奈川新聞に「江戸っ子文化浮世絵」を連載中
卓

話

川崎ロータリークラブ 斎藤文夫様
川崎・砂子の里資料館 館長

浮世絵蒐集と多摩川や大師の浮世絵について
①ヨーロッパ画壇を驚かした浮世絵
ジャポニズム・ブームを起こす。
世界三大肖像画家(写楽)・世界100人の画家(北斎)
幕末から海外へ流出

委員会報告
ローターアクトクラブ委員会 牛山裕子委員長
今日の今日で大変申し訳ありませんが、本日午後6時
半から川崎大師ＲＡＣ移動例会。川崎駅ビルアトレ６階
ハワイアンビアガーデンで開催します。ロータリアンの
方々は４千円の会費をご負担下さい。
米山奨学委員会 竹田正和委員長
昨日ソシア２１にて委員長会議が開かれました。
報告事項は例年変わりはありませんが、例年800名の
米山奨学生を募っておりましたが、会員の減少、寄付金
の減少に伴い次年度より700名になり100名減となります。
前年度も減でしたが当地区は１名増でした。
10月が米山月間ですので改めて卓話などを開催したい
と思います。まだ寄付されていない方は一人２万円是非
ご協力をお願いたいと思います。宜しくお願い致します。
職業奉仕委員会 船木 幸雄委員長
職場訪問日本銀行 9/12に迫っております。参加者が
若干少ないのでできるだけ皆さんと行きたいと思ってい
ます。当日は免許証かパスポート、保険証等身分の証明
できるものを持参して下さい。
地区からのお願い 中村 眞治会員
ＧＳＥ 10/13南アフリカからロータリアンを団長と
して５名の方がいらっしゃいます。10/14（日）～10/21
（日）までの間、第一グループ８クラブで５名の方の受
けいれを皆さんにお願いしたいと思います。ＧＳＥ委員
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②私の浮世絵コレクションのきっかけ
③浮世絵を生み出した江戸時代
世界一の大都会 平和な繁栄・安定した社会
江戸職人の高度の技(絵師・彫師・刷師)
この時代背景が、大衆文化浮世絵を誕生させた。
④浮世絵の歴史
草創期(1680～延宝・天和) 菱川師宣
開花期(1765～明和) 鈴木春信 錦絵誕生(明和2年)
黄金期(1781～(天明)～文化・文政)
歌麿・清長・栄之・豊国・春章・写楽
円熟期(1830～(天保)～安政)
北斎・広重・英泉・三代豊国・国芳
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衰退期(1861幕末)
横浜絵・開化絵(1859安政一明治)貞秀・芳員・芳虎
鉄道絵(1871明治4年)芳年・周延・三代広重・芳幾・国
輝・月耕
光線画(1876明治9年)清親・安治
再興運動(1913大正2)五葉・巴水・光逸

卓話御礼
岩井 茂次副会長
斎藤文夫様本日は有難うございました。ロータリー活
動の他にも様々な文化活動に携わられながら、歴史の詰
まった大変貴重なお話を聞かせて頂きました。併せて11
月の川崎市民まつりの実行委員長も就任されたとお聞き
しております。お体に留意されてご活躍されますこと祈
念しています。
日時：平成２４年９月５日(水)は通常例会です。
⑤・多摩川の浮世絵
調布の玉川・六郷の渡し・羽田の渡し・鉄道絵(六郷館
)・大師の浮世絵 "今も昔もお大師様"将軍の参詣
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卓話者：新田ボクシング 会長
テーマ：「リングが教室」
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