Light Up Rotary ロータリーに輝きを

2014-15 年度 第 2590 地区

例会場：大本山川崎大師平間寺信徒会館
例会日：毎週水曜日 ＰＭ１２：３０

URL http://kawasakidaishi-rc.com/
第 2009 回（本年度
●司会

飯塚

●点鐘

●斉唱

♪ソングリーダー

E-mail:daisi-rc@eagle.ocn.ne.jp

第 3 回） 例会

元明

平成 26 年 7 月 16 日

晴れ

ＳＡＡ

竹中

裕彦

会長

石渡

利治

会員

「奉仕の理想」
本日のゲストの紹介

竹中

入会予定者

弁護士

裕彦

会長

大崎 克之

様

来訪ロータリアンの紹介

矢野

川崎ＲＣ
〃
今週の花言葉
ＹＥ2013-14 派遣生
〃

（ドイツ～台湾）

嶋崎

健一郎

君

ハウカ・ハービーホスト

君

清久親睦委員長

大田垣

耕造

様

山本

浩文

様

坂東

初雪草（はつゆきそう）

保則

副会長

花言葉・・・好奇心
冬のお花のようのも名前から
感じますが、夏に、小さなお花
を咲かせます。
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葉もホワイト色とグリーン色のコントラストが美しい。
葉や茎をカットしますと、白色の乳液が出ますので、皮膚
が弱い人は注意ください。

会長報告
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会長

①岩井幹事が急性心筋梗塞で昨日鋼管病院へ入院・手術を
なさいました。本日までは安静とのことです。当面のご

メークアップ
林

鶴・安藤

賢一・秦

琢二

各会員

連絡は、私の方へお願い致します。
②「第 42 回米山功労クラブ」の感謝状が奨学会より届い

スマイルレポート(ニコニコボックス)

ております。

坂東

川崎ＲＣ

保則

副会長

大田垣 耕造 様

本日は、お世話になります。
川崎ＲＣ

山本 浩文 様

今年度もメークアップでお世話になります。
寺尾 巌 会員
本日は卓話をさせて頂きます。
どうぞ宜しくお願いします。
布川 二三夫 会員
③7/8 地区拡大増強セミナー報告大野ガバナー・石井地区
委員長より、クラブの活性化を図るためには 10％の増強

つたない卓話を致します。
どうぞ宜しく。

を目指したいと数値指標が発表され、そのための活動案

野沢 隆幸 会員

が示されました。
④7/17 地区クラブ研修リーダー会議があります。坂東さん

全国高校野球神奈川大会に孫が関東学院のレギュラー
背番号’6’で出場。

と横山さんに出席して頂きます。
⑤7/27 ローターアクト全クラブ合同例会が開催されます。
奮ってご参加下さい。参加される方は事務局までご連絡

昨日第１戦突破。横浜スタジアムの応援の熱気に煽られ、
日焼けして帰宅しました。

下さい。
⑥期首計画の収支予算ＲＩ分担金欄の修正版を配布しま

嶋崎 嘉夫 会員
息子と留学生を連れてご挨拶に伺いました。

した。差替えをお願いします。
⑦他クラブの例会変更案内を回覧しておりますのでご参

改めて、皆様に感謝致します。

考にして下さい。
出席報告

前田

良賢 出席委員長

小林 勇次 様
・寺尾さん、布川さん卓話宜しくお願い致します、
・嶋崎さん先月はありがとうございました。
息子さんの成長にびっくりしました。
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竹中 裕彦 会長

した。お得意様をチャーター機でハワイへご招待したりも

・嶋崎健一郎さん、お帰りなさい。台湾の１年間はどう

出来ました。しかし 20 年以降は、厳しくなるばかりでも

でしたか？

う止めたいなと思っております。

高校生の今、感じていることを大切にして下さいね。

業容は、サッシの製造が主で取付工事も行います。ビル

・大﨑さん、ようこそお越しくださいました。

関係・学校・公共施設が主です。規模が大きすぎると思わ

・岩井さんの早期快復を心より願って!

れる仕事、技術的に難しいと思われる仕事や納期が厳しい

本日のニコニコのテーマ

仕事などにチャレンジをしてきました。当時は、怪人二十

「寺尾会員、布川会員、本日の会員卓話楽しみにしてい

面相ではないが、ネクタイを締めてお客様との打ち合わせ、

ます！」

帰社後菜っ葉服を着て図面を描いたり現場で製造したり

船山 昭三 、沼田 直輝、水口 衛、鈴木 幹久、

トラックで持って行って取付工事までしたりしました。今

島岡 榮基、大藪 善一、内田 省治、宮沢 和徳、

「やれ！」と言われてもとうてい無理です。

伊藤 佳子、

技術力が足りないと考えて、ドイツへ毎年 5～6 回約 30
年間通い国際特許を頂いたり当社の特許と交換したりも

委員会報告

しました。断熱サッシに関するものですが、現状では有効

職業奉仕委員会

大藪

善一

委員長

職場訪問移動例会は環境に優しい自然エネルギーを活用
する風力発電を制作している三菱重工㈱横浜製作所金沢
工場を訪問します。10 月 8 日(水)

13：30 信徒会館駐車

場集合です。9/9 事務局までお知らせください。
親睦委員会

矢野

清久

でなくなったのでここ３年程新たな技術開発をしており
ます。
自分なりに、お客様へより良いサッシを届けることが職
業奉仕になると考えております。
また、特別養護老人ホームをやっております。ほとんど

委員長

公共施設に分類されます。介護認定を受け、現在では要介

暑気払い移動例会が 7 月 30 日(水)横浜ベイシェラトンホ

護 3 以上の方が入居可能ですが年収基準もあります。他の

テル＆タワー18：00 点鐘です。

施設を含めて 480 名の待機の方がおられます。少しでも皆
さんのお役に立てればと思いスタートしましたが、社会福

会員卓話
寺尾

巌

祉法人なのでなかなか難しいことも多いです。

会員

以上のような活動をしている状況です。これからも宜し
くお願い致します。
布川

二三夫

会員

「私のふるさとの海と災害と家業の変遷」

48 年前に「21 世紀の窓を開く」という大きなターゲッ
トを持って仕事を始めました。資本金 100 万円でスタート
し、当初 20 年位は毎年 10～20 倍の仕事をし成長を続けま
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私には田舎がない。つまり、小学生の夏休みに親と共に
訪問する、ひなびた家屋の親戚がなかった。だから、私の
生まれ故郷の「川崎大師」が田舎である。小学唱歌「ふる
さと」を唄うときのフナは、私の生家の横に流れていた小
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荒天に遭遇してしまい、遂には溺死し、遺体は本牧沖
に流れて行ってしまった。
これから大正、昭和、平成と続くのですが時間切れ！続
きは次回のお楽しみに・・・

川に生息していたフナで、うさぎは思い出せない。
①江戸時代
私の生家は、幕末までは、武蔵国橘樹郡大師河原村と云わ
れているところにあった。大師河原は、昔は江戸湾の一部
であったものが、長い年月をかけて、多摩川の運びきった
土砂が堆積し、洲になったところであった。では、いつ頃
から人が住みつくようになってきたかというと、「川崎大
師」縁起によれば、鎌倉後期の時代からと思われる。
我が家は、いつ頃この地に住みついたかと云うと、私の
菩提寺（寛永寺直未である）天台宗明長寺の過去帳による
と、私の家の「布川五兵衛家」は、その当時、江戸時代初
期より、8 代経過した我が家の本家より、文化文政年間頃
分家し、貧しい百姓として住みついたと思われる。当時の

7 月 30 日（水）

貧しい百姓は、天明の飢饉を経て、やっとの思いで生き続

場所：横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 5Ｆ

けてきたが、安政 2 年 10 月にあの「安政江戸大地震（M7

8 月 6 日（水）通常例会

以上）」に遭遇し、以後安政 5 年まで余震が多数群発し、
海岸線の堤防塀が破壊されて、無防備な海岸線に「安政 3

長島 亨 会員・遠藤

会員卓話
悦弘 会員

8 月 13 日（水）休会

年 8 月 25 日」台風による大洪水が起こり、我が家の先祖
の二人、12 歳、8 歳の男児が、その洪水により死亡した。
②明治時代
その後、「五兵衛」の叔母に当たる、「祖心院蓮弐妙勧
大姉」の立派な戒名を有する、幕府大奥のお局様「いそう

次回例会 7 月 30 日（水）

ら」の庇護を受けながら大師河原村に住みつき、貧農とし

暑気払い移動例会

て明治維新まで生活してきたが明治の中頃、大師沖に海苔
養殖場計画が導入され一気にこの地区の百姓は生活が豊
かになった。つまり海苔養殖の導入により春夏は農業に励
み、秋冬は海苔養殖を営むことが出来るようになり、年間
収入が増収したからである。
明治 20 年代に至り、「五兵衛」の後継者 2 人は、安政
の洪水で死亡しため、近隣の農家より婿を迎えた。我が家

場所：横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 5Ｆ

クラブ会報委員会
中村 孝／増田 昌美／牛山 裕子／内田 省治
永松 慎太郎／竹中 裕彦／水口 衛／須山 文夫

の二代目「布川重五郎」である。しかし乍ら、「重五郎」
は明治 22 年 6 月 25 日、
大師沖へウナギ獲りに出かけたが、
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