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第 2035 回（本年度 第 29 回） 例会 平成 27 年 2 月 4 日   晴れ 

   

●司会             飯塚 元明 ＳＡＡ 

●点鐘               竹中 裕彦 会長 

●斉唱  ♪ソングリーダー    石渡 利治 会員

「君が代」「奉仕の理想」 

 

来訪ロータリアンの紹介   矢野 清久 親睦委員長 

川崎ＲＣ              福本 広幸 様 

 

今週の花言葉           横山 俊夫 会員 

チューリップ  花言葉・・・「博愛」 

チューリップはトルコを原産とするユリ科の球根植物。有

名な生産地はオランダ。 

日本の生産地は新潟・富山・埼玉などで、チューリップは

色が変わると花言葉の 

意味も全然違いますので、注意しましょう。 

 

 

 

 

会員入会祝 

布川 二三夫 会員     １９７３年 ２月２４日 

久保 榮弘 会員      １９７３年 ２月２４日 

船山 昭三 会員      １９７４年 ２月２７日 

島岡 榮基 会員      １９７９年 ２月 ７日 

炭谷 博功 会員      １９９６年 ２月１４日 

秦 琢二  会員      ２００６年 ２月２２日 

沼田 直輝 会員      ２０１１年 ２月 ９日 

会員誕生祝 

寺尾 巌 会員・嶋崎 嘉夫 会員・竹田 正和 会員 

伊藤 佳子 会員 

会長報告             竹中 裕彦 会長 

地区より 2013-14 年度「年次報告書」が届いております。 

6月末会員数 2157名本会計約 4600万円の規模 Ｒ財団年

次寄付平均 ＄166 米山記念奨学寄付 平均 約 3 万円 

例会日：毎週水曜日 ＰＭ１２：３０

 
 

URL http://kawasakidaishi-rc.com/   E-mail:daisi-rc@eagle.ocn.ne.jp 

 

 

例会場：大本山川崎大師平間寺信徒会館

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Daishi_bashi_night.jpg
http://kawasakidaishi-rc.com/
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幹事報告             岩井 茂次 幹事 

① ロータリー財団」、「米山記念奨学会」より確定申

告用の領収証が届いておりますので、それぞれポス

ティングさせていただきます。 

② 例会変更のご案内のとおり、来週１１日は休会、１

８日は移動例会およびＩＭ参加、２５日は創立記念

例会となりますので、お気を付け下さい。 

③ 他クラブの「会報」、「例会変更」が届いておりま

すので回覧いたします。 

④ 本日、１３時４５分より第８回定例理事会を行いま

す。出席義務者の皆さんはご出席をお願いいたしま

す。 

 

 

 

出席報告          前田 良賢  出席委員長 

2035 回 59 51 36 15 70.59 ％

2033 回 59 47 23 24 48.94 ％

5 修正出席率 59.57 ％前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　

 

メークアップ 

林  鶴 ・ 中村 眞治 ・ 横山 俊夫 ・ 矢野 清久 

岩井 茂次                 各会員                  

 

 スマイルレポート(ニコニコボックス)  

坂東 保則 副会長 

 

川崎ＲＣ                            福本 広幸 様 

メークアップで参加させて頂きます。宜しくお願い申し上

げます。 

野沢 隆幸 会員 

竹田会員の卓話を楽しみにしています。 

鈴木 幹久 会員 

牛山さんの伊勢崎南商店街理事長としての活躍ＴＶで見

ました。 

竹田さんの卓話楽しみにしています。 

牛山 裕子 会員 

節分会では孫の結賀がお世話になりました。 

ちょうだいした福豆は、例年通り、横浜インターナショナ

ルスクールで（妹、理賀が在学中）で一日遅れの豆まきで

楽しまれている事でしょう。 

出井 宏樹 会員 

竹中会長をはじめ節分会に参加頂きありがとうございま

した。 

竹田 正和 会員 

昨日の節分会参加の皆様お疲れ様でした。 

昨日で 62才になりました。 

本日はつたない卓話を聴いて頂きます。宜しくお願いしま

す。 

伊藤 佳子 会員 

長いことお休みさせて頂きました、商売に専念することが

出来ました。 

渡辺 冨士夫 会員 
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竹田様、卓話を楽しみにしています。 

竹田次年度の始まりですね。 

島岡 榮基 会員 

竹田さんの卓話楽しみです。 

竹内 祥晴 会員 

長い間お休みして大変申し訳ありませんでした。 

岩井 茂次 幹事 

昨日、お大師様の節分会にご参加の皆様、寒い中お疲れ様

でした。 

今月の例会は次週 11日が休会、18日はＩＭ、25日は創立

記念と移動例会が続きます。2週連続で美味しいお料理と

お酒をご用意していますので多くの出席をお願いします。 

竹中 裕彦 会長 

昨日の節分会にご参加の皆様、寒い中お疲れ様でした。 

来週は祝日で、いよいよＩＭが近づきました、大師ＲＣの

強みである結束力を発揮しましょう。 

 

本日のニコニコのテーマ 

ＩＭ・創立記念例会でロータリーを楽しみましょう。 

鈴木 昇二・野沢 隆幸・水口 衛・髙濵 玲奈 

牛山 裕子・坂東 保則・炭谷 博功・矢野 清久 

秦 琢二・大藪 善一・前田 良賢・嶋崎 嘉夫 

遠藤 悦弘・中村 眞治・宮沢 和徳・寺尾 巌                  

各会員 

 

会員卓話             竹田 正和 会員 

 

あらためましてこんにちは、この年度は会員卓話をという

竹中会長の強い思いがあり、私の順番がもう回ってきたと

いう感がします。先輩会員の皆さんの卓話を聴いて参りま

したが、どれも歴史を感じるお話ばかりで、自分はどんな

話をしたらいいのか、今までも卓話された先輩の皆さんも

悩んだのではないのかな・・・少し前の、平成２３年２月

にやはり卓話をさせていただいてまして、私の履歴書みた

いなお話をしておりました。 

私のことをよく知らない会員の方もおられますので少し

だけ自己紹介のような形で話を進めます。本日皆さんに誕

生祝いをしていただきましたが、昨日で満６２歳になりま

した。因みに干支は巳年であります。川崎生まれで、子供

の頃は三角ベースに夢中で当時この川崎をフランチャイ

ズとしていた、大洋ホエールズの大ファンで川崎球場の試

合が有る時は毎日のように川崎球場へ応援観戦に明け暮

れたことを思い出します。当時確か大洋ホエールズ子供会

というのがあり入会金５０円で入場料は１０円で外野席

が観戦でき何回か行くとソーセージ、鯨の缶詰などの景品

もあった記憶があります。確か私が小学校２年生の頃、竹

中会長の生まれた年、昭和３５年に三原脩監督を迎えセリ

ーグを制覇し初の日本シリーズに於いて当時の大毎オリ

オンズを４連勝で下し、日本一になった頃より少年ファン

になった事を思いだします。その年は甲子園夏の大会でも

好投手柴田勲を要し法政二高が全国制覇した年で大いに

川崎市が盛り上がったのを小学２年生だった私は良く記

憶しております。２０２０年に２度目の東京オリンピック

が決まりましたが、前回１９６４年の東京オリンピックの

年は小学校６年生でした。稲毛神社の前で小旗を振って聖

火リレーを学校中で応援した事が記憶に残っています。中

学時代はバスケットボールをクラブ活動としてましたが、

上手にはなりませんでした、途中退部しましたね。 

当時、ＴＶドラマで「青春シリーズ・スポコン」が盛んに

放映されていました。ラグビーを題材としたドラマが好視

聴率で私なんかも少しラグビーをして見たい思いが募り、

当時全国高校ラグビー選手権で初出場で準優勝した目黒

高校(現目黒学院)に進学し友人と共に、ラグビー部、入部

を目指しましたが、友人だけが入部を許され自分はもう少
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し体が大きく-なるまで待てと当時の梅木監督に断られた

格好でした。確かに当時の自分じゃ壊されていたかもしれ

ません。中学時代少しやっていたバスケもしましたが、自

分が悪いのか友達が悪いのかやはり自分が悪く･････いつ

のまにか帰宅部になっていまして、後は単車が好きで１６

歳で自動二輪の免許を取得して３５歳位までバイクにま

たがってました。最後に乗った単車がスズキの刀（７５０

ｃｃ）というバイクでした。そして社会人となるわけです

が現在の仕事をする前にサラリーマンを１８年程経験し

ました。このサラリーマン時代に今の自分が形成されたと

思っています。２１歳で入社し３９歳までお世話になりそ

の間色々、勉強させていただき、ロータリークラブという

組織もこの会社で知りました。当時の社長がロータリアン

(横浜東ＲＣ)でしたので、この会社で人脈も広がり金澤さ

ん安藤さんともここで知り合い現在ロータリークラブに

入会を許された次第です。 

川崎大師ロータリークラブ入会は２０００年６月（平成１

２年）で当時な何も知らされず、ゴルフのコンペが泊まり

であるから出ないかと金澤さんに誘われ千葉のゴルフ場

でプレーし三日月ホテルでの移動例会で入会式をしたこ

とを忘れませんね浴衣でした。福原会長・安藤幹事年度の

最後の入会者でした。入会してよく覚えているのは、入会

翌年の２月遠藤年度でのエクアドル事業で救急車を贈呈

する奉仕事業に参加した時の感動は今でもよく覚えてい

ます。親睦委員会所属でご来賓の案内係を仰せつかったと

記憶してます。後年ロータリークラブを少し理解できるよ

うになった頃思ったことですが一つのクラブでこんな大

きな事業をできたことは生涯の思い出です。詳しくは当時

のロータリーの「友」をコピーしてきましたのご一読して

下さい。 

行ける所まで行こう精神で何とかここまで過ごし、野沢年

度で幹事をさせて頂いた当たりから少しづつ会社の景気

も上向きになって経済的には随分楽になりました。ロータ

リークラブに入会して良く聴くことは「ロータリーを楽し

もう」ということですが、入会当初の私はロータリーが苦

痛でした。例会に出ることも、委員会活動もすべて、苦痛

から始まりました。多分入会して例会に来ない人、すぐ退

会する人は私が感じた苦痛部分なんだろうと思っていま

す。一例を上げますと金澤年度で会報委員長を仰せつかり、

パソコンなんて一生触ることがないと思っていた自分が、

自前で週報を編集して欲しいと言われ時は困り果てまし

た、スタートして暫らくは本当に苦痛で例会日は仕事も出

来ず、夜１１時頃まで週報を作っていました。当時お手伝

い頂いた、久保会員・後迫元会員には感謝、感謝でした。

これも行ける所まで行こう精神で何とか乗り切ったとい

う感です。 

思うことは、苦痛から始まっても、自分なりに何とか楽し

む事を見つければいいのかなと思います。良き友人ができ

ました。このクラブ以外にも知り合いが出来、とても楽し

い時間を過ごす事も憶えました。こんな所で私の話は終わ

りたいと思いますが。この７月より大変なお役を仰せつか

りましたので皆さんのご指導ご協力をお願いすると共に、

これからも良きロータリーライフを満喫したいと思いま

す。 

ご静聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会 2 月 25日（水） 

移動例会 創立 42周年記念例会 

横浜大さん橋 ロイヤルウイング 

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 

 


