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第 1876 回（本年度 第 11 回） 例会 平成 23 年 9 月 21 日  雨（台風 15 号）  

 

●司会            白石 浩司 ＳＡＡ 

●点鐘              増田 昌美 会長 

●斉唱                 それでこそロータリー 

       ♪ソングリーダー     石川 庸 

 

本日の卓話者紹介        増田 昌美 会長 

京浜急行バス㈱          山本 陽子 様  

   

ゲストの紹介          増田 昌美 会長 

米山奨学生             林  薇 様 

奨学金の贈呈          増田 昌美 会長 

 

来訪ロータリアンの紹介  岩井 茂次 親睦委員長 

川崎ＲＣ             八木 晋郎 様 

 

会長報告            増田 昌美 会長 

病気療養中の布野新世代奉仕委員長の理事代理として

牛山会員に次回理事会より出席していただくことにな

りました。 

  

幹事報告            武者 惠吾 幹事 

１． 先週回覧させていただいた、米山梅吉記念館

「全国一人１００円募金運動」の募金は総額で７，

０００円集まり、事務局から送金しました。 

 

２．Ｒ財団地区補助金申請結果が届き、今年度も認定さ
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れました。 

  今年度のプロジェクトは「市立小学校と共に行なう

地域環境美化・保全活動」で市立田島養護学校の児

童・生徒、及び関係者と共に地域の環境美化、保全

活動を行ないます。 

３．殿町小学校より「ＰＴＡバザーのご案内」が届いて

おります。 

  その際に焼きそば券が１枚付いておりますので、参

加希望の方は事務局まで連絡を下さい。 

 

 

出席報告          船木 幸雄 出席委員長 

会員数 対象者 出席 欠席 出席率

1876 回 60 48 26 22 54.17 ％

1874 回 60 51 33 18 64.71 ％

1 修正出席率66.67 ％前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　
 

メークアップ             

渡辺 冨士夫                会員 

 

スマイルレポート(ニコニコボックス) 

村石 庄作 副会長 

川崎ＲＣ             八木 晋郎 様 

本日はお世話になります。 

牛山 裕子 会員 

１９日の学友チャリティーコンサートは懐かしい楽曲

とアットホームな雰囲気で、快いひとときでした。 

宮山 光男 会員 

９月１０日～１７日まで第２５回世界宗教者平和の祈

りの集いで、ドイツ ミュンヘン、ハンガリー ブタペ

ストへ天台宗の代表として出張してまいりました。 

増田 昌美 会員 

１．８クラブでゴルフ参加予定の皆様、大変残念でした。 

２．山本陽子様 卓話楽しみにしています。 

武者 惠吾 会員 

ゴルフ同好会の皆様、本日は台風の中お疲れ様でした。

中止になった大会の延期試合では頑張りましょう！ 

１１月３０日です！ 

本日のニコニコのテーマ 

「山本様、本日はバスガイド時代の卓話宜しくお願いし

ます。」 

♪水口 衛♪横山俊夫♪村石庄作♪船山昭三 

♪竹中裕彦♪鈴木昇二♪岩井茂次♪沼田直輝 

♪石渡勝朗♪谷澤幹男♪石川 庸♪竹田正和 

♪鈴木節夫 

各会員 

委員会報告        石渡勝朗職業指導委員長 

昨日の地区職業奉仕委員長会議の報告を致します。 

① 上澤ガバナーと箕田地区委員長より職業奉仕の意

味は、信用第一を旨とする｢近江商人｣の『三方良し』

を例に他人の成功を願うことがロータリーの本質

であるとお話があった。 

② 職業奉仕の実例として、創業 200 年以上になる企
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業は、世界に約 7000 社あり日本が 3886 社と断突

に多い。 

③ 教員民間企業派遣研修について、2006 年の石川庸

地区委員長・2010 年鈴木幹久委員長の御尽力で、

今年度は企業７社・７名の新任総括教諭が参加され

10 月 13 日に報告会の予定です。 

 

卓話者紹介           谷澤 幹男 会員 

略歴 

昭和 62 年 4 月  京浜急行電鉄㈱入社 

横須賀バスガイドセンター配属 

平成 10 年 3 月  観光バス業務撤退のため事務係 

として追浜営業所へ移動 

平成 11 年 3 月  本社運輸課へ事務員として移動 

平成 21 年 3 月   羽田営業所高速バス座席予約 

センター営業係長として移動 

現在に至る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の卓話            山本 陽子 様 

「私のバスガイド時代の思い出」 

 

皆様こんにちは。ガイドを離れて数十年経ってうまくお

話ができるか心配です。また今日はひどい台風が来てる

ので今夜のバスが出らるのか？仕事のことでも心配し

てます。私がガイドをしていたのはちょうどバブルの頃

で観光バスも大変忙しく活躍してました。ただ道路は今

ほど整備されてなくいつも渋滞していてどうやって渋

滞を乗り越えて行くかが課題でした。横羽線を通りお大

師様が見えてくると「あゝやっと帰ってきた」とほっと

したのをおぼえています。横羽線も川崎・横浜の人はヨ

コハネセン（横羽線）言いますが羽田の人はハネヨコセ

ン（羽横線）言うそうです。 
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バスガイドをやってどこが一番良かったか？一番き

れいだったか？とよく聞かれます。 

日本には四季があります。 

新緑の季節は上高地！新緑の中に奥穂高連峰が見え

てきてその手前にカッパ橋があり大正池と呼ばれる美

しい池で梓川とともに大変美しい景色です。 

夏は十和田湖。奥入瀬渓流、４つの滝。 

秋は福島裏磐梯の紅葉。冬は石川県の千里浜なぎさド

ライブウェイ。雪積もった波打ち際をバスが走るのが素

敵です。でもなんと言っても 1 番は富士山です。今日は

富士山の絵を描いてきました。ダイヤモンド富士をご存

知ですか？これを見ると幸せになれるといいます。最近

では 10 月 16 日 16：53 頃羽田空港、10 月 20 日多摩川

のガス橋から見られます。 

富士登山では１合目２合目と言いますがこれは昔、カ

ンテラを持って登山し油が切れる地点を合目とし上に

行くほど勾配がきつくなり短くなります。 

日本神話では伊邪那岐命（イザナギノミコト）の子供

の天照大御神から数代を経て神倭伊波礼毘古命（カムヤ

マトイワレヒコノミコト）が神武天皇とされています。

皇室の軌跡ですがオワダマサコ・カワシマキコの字を並

べて交互に読んでいくとオワダマサコ・カワシマキコと

読めます。何か運命的なことを感じます。 

 バスの中で、酔っぱらい対策ですが時間が長いのでな

んでも言うことを聞いていればだんだん仲良くなって

いくものです。都内を案内するとすれば皇居中心に都心

環状線沿いに観光地がたくさんあります。国会議事堂、

最高裁判所、東京タワー、アサヒビール本社。今では東

京スカイツリー、なんといっても浅草は外せないエリア

です。 

つたない話でしたがご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

次回例会 10 月 5 日（水） 

 

職場訪問 三栄レギュレータ㈱ 

 東京ガス㈱ 

移動例会 川崎グランドホテル 

 

：クラブ会報委員会： 

岩崎寛／川又竜志郎／久保博和／沼田直輝 


