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第 2038 回（本年度 第 32 回） 例会 平成 27 年 3 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 

本日来訪ロータリアンの方はおりません 

 

今週の花言葉           横山 俊夫 会員 

ガーベラ（オレンジ）  花言葉・・・「我慢強さ」 

１９世紀末に南アフリカで発見された。花の名は、ドイツ 

人の植物学者であった 

ガーバーに敬意を表して命名されたと言われている。日本 

には大正初期に渡来し、当時はその花姿から「花車」「花 

千本槍」と呼ばれていたそうです。 

チューリップ同様に、色により花言葉は変わります。 

 

会員入会祝 

竹中 裕彦 会員      １９９８年 ３月１１日 

船木 幸雄 会員      ２０１０年 ３月 ３日 

飯塚 元明 会員      ２０１０年 ３月１０日 

竹内 祥晴 会員      ２０１２年 ３月 ７日 

会員誕生祝 

島岡 榮基 会員・岡 真治 会員・坂東 保則 会員 

会員奥様誕生祝 

野沢 隆幸 会員奥様          弥代子 様 

中村 眞治 会員奥様          富美子 様 

竹中 裕彦 会員奥様           敦子 様 

竹田 正和 会員奥様          美智代 様 

岡 真治  会員奥様           加奈 様 

沼田 直輝 会員奥様           文子 様 

会長報告             竹中 裕彦 会長 

①2017-18 年度ガバナーノミニーに横浜西ＲＣ 湯川孝則

さんが確定致しました。 

②川崎多摩ＲＣと川崎稲生ＲＣの合併に伴う「川崎東ロー

タリークラブ」の名称について、3/2 のガバナー諮問委員

会において再考の方針となりました。 

③川崎中央ＲＣ創立３０周年記念例会の最終案内。 

 4月 6日(月)16時日航ホテル 

④ 2015-16 年度地区ローターアクト委員の委嘱状の伝達 

永松会員。 

⑤ 岩井幹事へお見舞金の贈呈。 

⑥ 日航ホテル岡田清マネージャーより 4/12 ものまねエ

ンターテイメントディナーショーのご案内 

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 ガバナー月信３月号 

② 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。 

③ 本日、１３時４５分より第９回定例理事会を行います。

理事・役員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 

2038 回 59 47 34 13 72.34 ％

2036 回 59 59 59 0 100.00 ％

0 修正出席率 100.00 ％前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　

 

スマイルレポート(ニコニコボックス)  

坂東 保則 副会長 

細谷 重徳 会員 

今日は卓話宜しくお願いします。 

小林 勇次 会員 

細谷さん石渡さん卓話宜しくお願いします。 

矢野 清久 会員 

創立移動例会に参加の皆様お疲れ様でした。 

竹田 正和 会員 

先週の創立記念例会、参加の皆様お疲れ様でした。 

又、親睦委員会の皆様にはとってもいい企画にお礼を言い

たいです。又放課後は矢野委員長に大変お世話になりとて

も楽しいひと時でした。 

船山 昭三 会員 

長らく欠席して申し訳ありません。 

皆様にご心配おかけしました。又しばらく欠席いたします

ので宜しくお願いします。 

水口 衛 会員 

2 月 18日ＩＭお疲れ様でした。 

総務委員会の皆様ありがとうございました。 

沼田 直輝 会員 

妻の誕生日にすてきなお花ありがとうございます。 

来週、台北西門ロータリー38 周年に行ってきます。 

中村 眞治 会員 

ＩＭ大成功でした。各クラブより過分な評価を頂いており

ます。 

妻の誕生祝を有難うございました。 

金澤 康治 会員 

ＩＭよかったですね。 

牛山さんバッジありがとうございました。 

坂東さん岩井さん昨日は楽しかったです。 

岩井 茂次 幹事 

昨日のＩＭ決算実行委員会に出席の皆様お疲れ様でした。 

細谷さん石渡さん会員卓話楽しみにしています。宜しくお

願いします。 

竹中 裕彦 会長 

昨日のＩＭ決算実行委員会に出席の皆様大変お疲れ様で

した。もう一度会場委員会の皆様を中心にお疲れ様会をし

ましょう。 

中村ガバナー補佐、心身ともにお疲れのことと思います。 

ご自愛下さい。 

金澤さん、川崎の街は狭いですね。 

本日のニコニコのテーマ 

細谷重徳 会員、石渡利治 会員 

本日の卓話宜しくお願い致します。 

髙濵 玲奈・坂東 保則・鈴木 昇二・嶋崎 嘉夫 

秦 琢二・中村 眞治・永松 慎太郎・金澤 康治 

出井 宏樹・布川 二三夫・野沢 隆幸・宮沢 和徳 

大藪 善一・石渡 勝朗・遠藤 悦弘・増田 昌美 

竹田 正和               各会員 
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会員卓話            細谷 重徳 会員 

 

 昨年の 12 月、心臓がどきどきし、息苦しくなったので、

人間ドックに入り、全部検査したら、神経に疲れがでてい

るという事でした。一週間減塩食食べましたら、風邪を引

いて、声が出なくなり、昨年 12 月、今年 1 月、2 月と元

に戻らず、他の予定もありましたが、ロータリークラブを

欠席しました。  

 私は会社の安全大会の会長をやっていますが、その安全

大会でもしゃべりも出来なくて、新年の安全大会もそうい

う事でえらい目に遭いました。人間ドックはあまり入るも

のではないなと思って、後悔をしております。今は元に戻

りました。 

 私の生まれは信州の上田市です。農家です。高校は信州

の上田の上田高校でございます。昭和 33 年 3 月 31 日に高

校を卒業致しました。昭和３３年３月３１日は何の日かご

存知ですか（*注ー昭和３３年４月１日に売春防止法が施

行された）。高校時代には、上田の市町村の大会でテニス

に出て優勝しました。 

私は三兄弟です。長男は東京の大学に行きまして、次男

も東京の大学に行きました。私も東京の大学へ進学したか

ったのですが、親が許可してくれないので、地元の信州大

学を受験し合格しました。が。やはり、大学への進学は駄

目だと言われたんですよ。で、専門学校に 2 年間行きまし

た。その信州大学の合格通知は今でも持っています。少し

残念だったなと、今でも思います。 

現在の職業は、昔の名前は東京特殊鋼製作所と言いまし

たが、あまり長いですから、東特鋼に昭和 38 年に変更致

しました。職業の内容は 環境の仕事、福島の原発の仕事、

プラント、放射能処理の装置を造ったり、それから水槽工

事の設備製作などです。従業員は約１００名で、福島の原

発事故の時には、日曜日の６時からの番組が取材に来まし

た。 ちょっと宣伝になるかなと思って、４０分位インタ

ビューしましたが、放映は 15 秒位でした。 

当会社の歴史は長くて、大正１０年創業、今年で 94 年

になります。神奈川新聞と川崎商工会議誌が、「川崎企業

半世紀歩み」共に」という「成長するには理由がある、継

続するには物語がある」という本の中の２０社としてイン

タビューを受け、私も 2300 字限定で原稿を書きましたが、

2300 字では、思いが述べられず、唯、「良い事」しか書

けないです。嬉しかったこと、環境の事で私も手伝ったと

いう事です。会社の事はそういう事です。 

最後に、ロータリーの事を申し上げますと、ロータリー

はとても良いと思っております。ロータリー一年でその年

その年に変わった役員、会長始め、役員の方が新しい考え

で新しい対応ができる、非常に楽しく、非常に良いと思い

ます。ただ、私は出席率が悪いのですが、これから出席率

がよくなるように努力しますので、よろしくお願いいたし

ます。 

                石渡 利治 会員 

 

 こんにちは。私は昭和１７年４月生まれで全くの戦中派

であります。戦争中のことは凄い事だったので、今でもは

っきり覚えていますけれども、家は今よりも下町の方、玉
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川の約 100m の所の左側にありまして、その当時は炭屋を

やっていました。 

 大師幼稚園に入ったんですけれども、あの頃大師幼稚園

は双葉幼稚園という名前で、私が卒業してから２～３年後

に大師幼稚園と言う名前になったと思います。あの幼稚園

の入ったところの右側に石渡園長銅像があります。私は、

幼稚園で悪戯ばかりしていたので、いつも石渡園長に叱ら

れてばかりで、幼稚園は、あまり良い想い出はありません。 

(幼稚園で）絵を描いても、皆は二重丸，三重丸をもら

えるのに、私はいつも一重丸でした。一回園長先生に捕ま

りまして、物凄く小さな直系が 5 ミリの絵をもらったこと

を今でもはっきり覚えています。 

それから大師小学校に上がりまして、また凄い怖い目に

遭うのかなと思っていたら、そこの先生は凄く若くて、綺

麗で、凄く優しそうな人で 授業中も、ぶらぶら歩いて、

私のようなおしゃべり好きで授業なんか聴いていない奴

でも、先生はいつも相手にしてくれた事を、今でもはっき

り覚えています。 

２年生になった時に、先生の肖像と言いますか、クラス

皆で先生の絵を描くんですけども、私なんか絵は下手だと

思って、画なん描いていたつもりはなかったのですが、何

故か、金賞というのは学年で一番いいという事ですね。私

はビックリ仰天で、先生は物凄く喜んでいたことを今でも

はっきり覚えています。その後、絵だけはいつも(評価）

５になりました。 

 ３，４年生でも、また凄く綺麗な先生で、私の絵に、い

つも小さい丸がついていたんです。これは何だろうなと思

って先生に聞いたら「石渡君の絵は凄くうまくて、A じゃ

もったいないから、だから絵の右上に丸をつけている」と。

物凄くうれしくなりまして、それで、A じゃもったいない

と一生懸命頑張って描きました。 

 あの当時学校にあった池に入って、足を怪我しました。

年がら年中野生児と言うか 当時は当たり前の性格でし

て、その先生に叱られたのは、凄く恥ずかしかったのです

けども、凄くうれしかった事を今でもはっきり覚えていま

す。 

 中学校は第一なんです。高校は多摩高校に入学しました

が、多摩高校入ってちょっと経った頃に、親父に「家は商

売をやっているのに何で多摩高校(普通科）に行っている

んだ」と凄く怒られまして、(難関校に入学できたのを）

喜んでもらうかなと思ったのに、それから、すっかり学習

意欲がなくりまして、どんどん成績が下がる、皆頭のいい

奴ばかりだから、成績がどんどん下がりました。で、サッ

カー部入って、サッカー部は凄くいいですね。練習が終わ

った後でもすっきり感といいますか、どんな成績悪くても、

どんなむしゃくしゃしていても練習が終わった後スカッ

として、とにかく卒業したという感じですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会 3 月 18日（水） 

   卓話  浅見 佑介 様 

       お酒の話 

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 
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