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新入会員のご紹介
小林 勇次副会長
中村 孝さん(紹介者：小林会員、沼田会員)
城南ハウス有限会社 代表取締役
ネームプレート・バッチ授与

卓話者のご紹介
横山 俊夫会長
宮本 貢様
野澤年度に皆さんロータリーの友ご覧になったかと思
いますけれども「クラブ探訪」で取材を頂きました。そ
の時、長期にわたりご一緒させて頂きました。今日お久
し振りに卓話という事でお見え頂きました。悪天候に関
わらずお越しいただき有難うございます。

ゲストのご紹介
川崎大師ＲＡＣ

平成25年4月3日

入会ご挨拶 中村 孝さん
皆さんこんにちは。本日からお世話になります中村と
申します。若輩者なのでご指導の程宜しくお願いします。

俊夫会長

健人様

ご挨拶 川崎大師ＲＡＣ 幹事 山口 健人様
川崎大師ＲＡＣ第２例会のご案内
４月２１日（日）午前１０時より（午前の部・午後の
部）献血活動（楽大師）を行います。
献血者 ３桁目標 皆様ご協力よろしくお願いします。
４月の入会祝・誕生祝
飯塚
入会祝
安藤 賢一会員 平成 4年4月15日
中村 眞治会員 平成 8年4月10日
岩井 茂次会員 平成16年4月 7日
水口
衛会員 平成17年4月 6日
御手洗征郎会員 平成22年4月 7日

元明親睦委員長

奥様誕生祝
須藤
宏会員 奈保子様
大藪 善一会員 紀 子様
石川
庸会員 京 子様
鈴木 昇二会員 順 子様
素敵なお花が届きます。

来訪ロータリアンのご紹介
川崎ＲＣ 市川 洋治様
川崎大師ロータリークラブ
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誕生祝
布川二三夫会員
久保 榮弘会員
大藪 善一会員
石渡 利治会員
石渡 勝朗会員
2013年4月10日
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会長報告
横山 俊夫会長
・宮城県三陸町 佐藤仁町長より3/11東日本大震災の２
周年追悼式無事終わりましたとのことでお礼状（40周
年記念事業の一環）
・公益財団法人ロータリー米山記念奨学会よりクラブ創
立記念特別寄付表彰盾（40周年の時に寄付）
・台北西門ＲＣ36周年記念例会に出席の皆様有難うござ
いました（記念の盾 披露）
・4/23（火）川崎南ＲＣ 第2590回の例会
月信のガバナースケジュールの中にも掲載（ガバナー
ご出席）メークアップして頂ければありがたいと思い
ます。
幹事報告
矢野 清久幹事
メールＢｏｘ
・ガバナー月信（P9 大師RC創立40周年 記事）
・例会終了後理事会開催（13：45～）
出席報告

石渡
会員数

対象者 出

席 欠

席

勝朗委員長

５５

４５

３０

１５

66.66 ％

1946回

５５

４５

２９

１６

64.44 ％

前々回の修正 メークアップ 3 名 修正出席率 71.11 ％
メークアップ
嶋崎会員、竹田会員、石渡（勝）会員
スマイルレポート（ニコニコボックス）
小林 勇次副会長
寺尾 巌会員
台北西門ＲＣにて皆様に大変お世話になりました。
布川二三夫会員
4月15日に第83回の誕生日を迎えますので。
野澤 隆幸会員
宮本さんご多用の中、卓話にご来会いただき有難うござ
います。卓話楽しみにしています。
渡辺冨士夫会員
中村様入会おめでとう、宜しくお願い致します。ゴルフ
もね！
竹田 正和会員
宮本様ご無沙汰してます。本日は卓話をお願いし快くお
引受け有難うございます。
鈴木 昇二会員
宮本様、本日は悪天候の中ご来場いただきまして有難う
ございます。卓話宜しくお願い致します。
水口 衛会員
中村さん、入会おめでとうございます。草野球同好会へ
もぜひ入部して下さい。
飯塚 元明会員
お花見移動例会お疲れ様でした。中村様、入会おめでと
うございます。
2013年4月10日
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沼田 直輝会員
中村さん入会おめでとうございます。ようこそ大師ロー
タリーへ
中村 孝会員
本日入会の中村です。宜しくお願いします。
竹下美代子事務局員
先週のお花見移動例会では皆様に大変お世話になり有難
うございました。心より感謝いたします。
横山 俊夫会長
宮本さんお久しぶりです。本日の卓話よろしくお願い致
します。
矢野 清久幹事
・宮本様ようこそ大師へ。本日の卓話宜しくお願い致し
ます。
・中村さん、入会おめでとうございます。これからロー
タリーライフを楽しみましょう。

出席率

1948回
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小林 勇次副会長
・宮本様、卓話宜しくお願い致します。
・川崎ＲＣ市川様、悪天候の中有難うございます。
・中村孝様、入会おめでとうございます。
本日のニコニコのテーマ
宮本様 卓話宜しくお願い致します。
秦
琢二会員、牛山 裕子会員、中村
鈴木 幹久会員、船木 幸雄会員、竹内
岩井 茂治会員、竹中 裕彦会員、嶋崎
坂東 保則会員、増田 昌美会員、石渡
伊藤佳子会員

眞治会員、
祥晴会員、
嘉夫会員、
勝朗会員、

委員会報告
地区米山記念奨学委員会 牛山 裕子会員
米山名称使用基準についてお願いとご報告
3月24日開催の地区協議会で米山記念奨学部門の方々
には説明しております。正式名称は公益財団法人ロータ
リー米山記念奨学会です。これは登記をされた名称です。
私たちが使う場合には必ず記念という言葉を忘れないで
下さい。各地区・クラブの委員会や委員長の名称は地
区・クラブで決定するが推奨名称の使用をお願いする。
事業についてはロータリー米山記念奨学事業として下さ
い。奨学金についてはロータリー米山記念奨学金、奨学
生はロータリー米山奨学生、学友はロータリー米山学友
です。委員会は米山記念奨学委員会、委員長は米山記念
奨学委員長です。今後、正式名称をお使いいただけるよ
うお願い致します。
米山特別寄付について
このクラブは当初一般寄付5000円は56名分寄付しており
ます。特別寄付については２万円以上、47名の方が寄付
しております。2月28日現在、決して強制するものでは
ございませんができればまだ特別寄付をされていない方
はご協力いただきたいと思います。所得税の減免措置も
あります。どうぞ宜しくお願い致します。
社会奉仕委員会
沼田 直輝委員長
3月21日殿町小学校5年生と多摩川の桜ポスター貼り実
施参加いただきました大勢の会員の皆様有難うございま
した。
川崎大師ロータリークラブ
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卓話者のご紹介

野澤

隆幸会員

宮本 貢様
昭和17年生まれ
東京都新宿区在住
慶応大学経済学部卒
朝日新聞社入社 東京本社社会部、週刊朝日の編集部、
朝日ジャーナル編集委員等
1995年退社後フリーで活動
著書 「なくなったもの」他多数
今月ロータリー雑誌月刊という事で宮本さんはロータ
リーの友に隔月で寄稿をされています。そういうご苦労
等のお話もあります。今、我々はロータリーの友を読む
という3つの義務の中のひとつにございますので宮本さ
んのご苦労話を聞きながら、これからのロータリーの友
の購読に当たって頂ければと思っています。宮本さん宜
しくお願い致します。

卓話

宮本

貢様

『ロータリーの友』で原稿を書いております。３年前
までは「手に手」というタイトルでクラブ探訪記を書い
ていました。取材で川崎大師クラブにうかがったのはち
ょうど５年前です。その節はお世話になりました。
『友』で原稿を書き始めるまでロータリークラブにつ
いてほとんど知りませんでした。そういうものがあるこ
とは知っていましたが、何をする団体かといわれると、
さて‥‥。功成り名遂げた社長さんたちが集まって飯を
食う。駅前でタスキをかけて献血の呼びかけなどをする。
公園に木を植えて記念碑を建てたりもするという、ロー
タリーもライオンさんもいっしょくたの、そんなイメー
ジしか持っていなかったのです。すいません。
「手に手」の取材では計１８のクラブにお邪魔しまし
た。根室西、京都南、仙台青葉、新見、久米島、中津川、
川崎大師、三島西、今治、名古屋東南、佐世保南、諏訪
湖、須賀川、足利東、小豆島、光、玉名、東京の各クラ
ブです。
たくさんの人に会いました。ロータリーは偉い人たち
の集まり。そう思い込んで身構えていましたが、実際に
クラブをまわり、会員のみなさんにお会いして発見した、
というか気がついたのは、笑わないでくださいね、ロー
タリアンも「普通の人たちだ」ということです。みなさ
ん、ほんとうによくお飲みになる。カラオケ大好き。野
球にイノチを賭けるクラブもあれば、なぜか女装で盛り
上がるクラブもあります。クラブ名は申し上げられませ
んが、お寺の名前が付いた神奈川県の某クラブには『湘
南ＮＡＮＰＡ族』などというイイ気な歌を自作し、ＣＤ
まで作ってしまった会員さんもいました。気が楽になり
ましたねえ。
ロータリーの会員が「功成り名遂げた社長さん」ばか
りではないということも発見でした。功成り名遂げてブ
ランデーグラス片手にパイプをくゆらす、という方も中
にはいらっしゃるでしょうが、大半は「功」も「名」も
半ば。いまは家族や従業員のために奮闘中の経営者や商
店主です。ちょうどサブプライムローンからリーマンシ
ョックによる金融危機の時期でした。仕事がないので従
業員を減らしたい。でも家族ぐるみの付き合いの人たち
のクビを切るのはしのびない。いったん減らしたら景気
川崎大師ロータリークラブ
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が上向いたときに対応できない。「いまはわが身を削っ
て耐えるしかない」。そんな声をずいぶん聞きました。
ミートホープをはじめとする食品偽装が問題になった
時期でもありました。「情けない。ほんとうに情けな
い」「まことに申し訳ない」。みなさん、我がことのよ
うに怒り、嘆いておられました。クラブの取材でお邪魔
したぼくに謝ったってしょうがないんですけどね。
思い浮かべたのは「堅気」という言葉でした。ヤクザ
に対する「カタギの衆」というような意味ではありませ
ん。もっと広く、「地道」「真面目」といったニュアン
スです。飲んだくれようと女装しようと、その根っこで
は、人生に、他人様に、社会に真面目に向き合っている、
そんな意味合いでの「堅気の人たち」の集まりだと感じ
たのです。ロータリークラブが最も大切にする職業奉仕
の理念。ぼくにはその真の意味はわかりません。ただ会
員のかたがたの生き方を眺めていると、日本のロータリ
アンには日本の伝統的倫理観としての「職業奉仕＝堅
気」の精神が脈々と流れているような気がします。不勉
強なヨソモノの感想です。テキトーに聞き流してくださ
い。
どのクラブでということではありませんが、活動がマ
ンネリに陥っていると感じることもありました。しかた
がないのでしょう。始めた事業はなかなかやめられない。
するとクラブ財政は窮屈になる。マンネリやむなしなの
ですが、創立当時はもっと元気で夢にあふれていたはず
だと思わずにはいられません。ロータリーも「歳」です
かね。
語弊があるかもしれませんが、今回の大震災で活動に
気合が入ったような気がします。非常事態です。いろん
なクラブが、個々の会員が、新しいアイデアを出し連携
し、夢中で支援したのではないでしょうか。くたびれ感
のあった活動に風穴が空いたようにも思います。会員増
強もつまるところ元気な（不謹慎かもしれない言い方を
すれば、楽しい）活動の積み重ねしかないでしょうし。
今回、卓話の機会を頂きました。せっかくなので思い
っきりロータリーの悪口を言ってやろう。そう意気込ん
だのですが、しゃべってみたら逆になりました。悪口を
あまり思いつかなかったのです。取り込まれてしまった
んですかね。ご期待に応えられず申し訳ありません。
ご健闘を祈ります。
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卓話御礼

横山

俊夫会長

宮本さん有難うございました。お話を伺いながら先程
ちょっとご案内申し上げた2007-2008年野澤会長年度に
取材を頂き、実際に出たのが大藪年度2008年の8月号で
ございます。これをずーっと読みながらもう一度お持ち
の方、後ほど見て戴くと非常に宮本さんの文才といいま
すかクラブのことをよく理解しているなということがよ
く分かります。その当時元気会というのがありそれにも
ご参加いただきましたし、大藪次年度の引き継ぎの時に
もお出で頂いた写真がここに載っております。本日は水
村さんもご一緒かなと、その当時のカメラマンの方で毎
週のようにここの例会にお出かけを頂きいろいろな方に
お話を伺ったものが一つにまとまっておりました。先程
も出ておりましたこんな歌も歌うのかという、実は野球
部の話をしましたら市民大会の日に取材に来てくれまし
て、内心ぼろ負けするだろうと思っていたのが４回まで
１対１だった。期待はずれかなと思ったら最後は６対２
で負けたわけですけれども「なかなかやるじゃないの」
という事もまとめて書いていただきました。その中で一

事

業

2月16日に殿町小学校ＰＴＡと共に干潟清掃多摩川土
手清掃を行いました。（社会奉仕委員会）
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番気合が入っていたのが当時からの監督の中村総監督が
「よっしゃ！いくぞ！」というようなことも書いてあり
まして５年目のことを思い出しながら、活字になって
残っていると後々も見て「なあるほどそんな時代だった
なあ」と思いだします。お蔭様で私共のロータリーも2
月23日に40周年を無事終わりまして、その当時のことを
振り返りながら私もいろいろ資料を観させてもらいまし
たけれどかなり古い物も残っていて、これから45年、50
年に向かってそれを蓄積したものをもっともっと多く飛
躍したいなあと思います。これからも宮本さんご活躍頂
き、たまにはまた遊びに来ていただければと思います。
本日は本当に有難うございました。
日時：平成２５年４月１７日(水)は通常例会です。
卓話「４０周年記念事業を振り返って」
４０周年記念実行委員会
クラブ
会 報
委員会

報

秦

琢二／竹内

祥晴／小泉

知寛

告

3月21日多摩川桜のポスター掲示を行いました。５周
年に植樹した桜の木に殿町小５年生あわせて116名他２
名（支援の方）でポスターを掛けました。
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