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安東会長

1. 一昨日の移動例会「ライオンキング」は、いかがで
したでしょうか。ベターハーフ、会員のファミリー
も参加いただき、素晴らし講演で感動いたしました。
2. 次回例会（12/7）クラブ総会です。来期の役員を選
出することになります。皆さん是非ご参加ください。
3. ロータリー財団より、ポールハリスソサイエティの
募集要項が届きました。
ご希望者は、事務局にご連絡の程お願いいたします。

『 いまできること 』

幹事報告
栁町幹事
◎ 例会変更のお知らせ
〈 川崎ＲＣ 〉
１２月１７日 (木)
通常例会
１９日(土)の年忘れ家族会 無期限延長
１２月２４日（木） 休会 定款細則により
１２月３１日（木） 休会 定款細則により

〈

川崎幸ＲＣ

〉

１２月１８日 (金)

〈

夜間例会を通常例会

川崎大師ＲＣ

〉

１２月１６日 (水)
「年忘れ家族会」を
「年忘れ移動例会」に変更
１２月２３日（水） 休会 定款細則により
１２月３０日（水） 休会 定款細則により

〈

川崎マリーンＲＣ 〉

１２月１７日 (木)
通常例会
「クリスマス家族会（夜間移動例会）」中止
１２月２４日（木） 休会 定款細則により
１２月３１日（木） 休会 定款細則により

〈

新川崎ＲＣ 〉

１２月９日 (水)
休会 理事会裁量により
１２月１６日 (水) 忘年会 17：30 みやだい倶楽部
１２月２３日（水）クリスマス会中止 休会
１２月３０日（水） 休会 定款細則により

◎
◎

週報を送ってくださったRC
ありません。
本日の配布物
会報 11/9分 11/28分
理事会議事録

委員会報告
松本戦略委員長
市立川崎高校 外山ゼミの第13回川崎国際環境技
術展へのオンライン上のブース出展料として
66000円をニコニコより支出しました。
コロナ禍の中、子供たちの取組みを取り上げる機会
が減りました。学習意欲の低下が懸念される今般の
社会情勢を踏まえ、外山ゼミの生徒たちに出展の機
会を与えるために出展費用を寄付しました。外山ゼ
ミの生徒たちを援助することが、青少年奉仕ひいて
は社会奉仕につながると考えております。

スマイルレポート
伊藤副会長
野澤隆幸様…寒さがやってきました。お互い風邪には気を
つけましょう。今日はお世話になります。
（川崎大師RC）
安東会員……①野澤様ようこそいらっしゃいました。
②関さん本日の卓話よろしくお願い致しま
す。
栁町会員……先日の夜間移動例会に参加の皆様お疲れ様
でした。とても素晴らしい体験でした。関さ
ん本日の卓話勉強させていただきます。
川島会員……①誕生日のお祝をありがとうございました。
②先週のゴルフ大会では皆様大変お世話に
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なりました。雨と寒さの中でスコアはビギナ
ー並みで最悪でした。
関 会員……本多さんロータリー財団の集金ありがとう
ございました。そして本日は野口財団委員長
の代わりに副委員長として話しをします。
増山会員……お陰様で会議所副会頭就任して1年目を無事
終了しました。コロナ禍の中、行事のほとん
どが中止で活躍の場がありませんでした。コ
ロナは今がピークです！来年は収束してオ
リンピックが開催される事を祈念します。
森本会員……土曜日のライオンキング欠席で申し訳あり
ません。
松本会員……関さん卓話楽しみにしております。
中村会員……①関さん卓話楽しみにしています。
②フロンターレ早々と優勝しました。後は天
皇杯です。応援よろしくお願い致します。
③先週の観劇会親睦の皆様ありがとうござ
いました。
後藤会員……本日は米山協力金ありがとうございました。
本日失念された方は次回お願いします。
石川会員……①ライオンキング最高でした。初めてです。
オープニングでは全身ゾクゾクしました。と
にかくすばらしかったです。ありがとう！！
②野澤様ようこそ！
③関さん本日の卓話よろしくお願いいたし
ます。
木村会員……先日は妻の誕生日に素敵なお花をありがと
うございました。また、新社長就任と会長就
任のお祝いも会員の方々からお祝いのお花
をいただきました。本当にありがとうござい
ます。これからも頑張りますのでよろしくお
願い申し上げます。
佐野会員……明日からもう12月ですね。12月もゴルフやる
ぞー、コロナに気をつけて頑張ります。
渡辺会員……①一昨日のライオンキングでは親睦の皆様
に感謝します。
②関さん本日の卓話宜しく。
上原会員……皆様こんにちは♡
①ライオンキング鑑賞の皆様お疲れ様でし
た！行きたかったな-!!ざんねん！次回はぜ
ひ！
②本日は関さん卓話楽しみにしておりま
す!!
伊藤(弘)会員…①先日のライオンキングは始めてみまし
たが、度肝を抜かれる迫力で楽しめました。
ありがとうございました。
②先々週にタイのアカ族の子供たちを支援
する国際奉仕・青少年奉仕のロータリー活動
の報告会である「輝く瞳に会いに行こう」に
参加してきました。識字率が低いほど出生率
が高くなり、貧困化が進んで識字率向上が阻
害させる」という実態を垣間見て、何とかで
きないか、我々に出来ることはが何かないか
と強く思いました。来期の奉仕活動の中で提
案させていただければ幸いです。
坂本(将)会員…皆様こんにちは。本日は関さん卓話楽しみ
しております。よろしくお願いいたします。
牧島会員……本日の関会員のお話楽しみです。
山口会員……皆様こんにちは。小又さんライオンキングあ
りがとうございました。最高でした。ハクー
ナマタタ！
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本多会員……感染者数が全国的にも川崎も増えてきて年
末にさしかかり不安な状況ですがロータリ
ーの皆様は三密や会食など気をつけて健康
を維持して下さい。
本日、関さんの卓話楽しみにお話を伺いたい
と思います。
石田会員……①ライオンキング素晴らしく楽しかったで
す。小又さん多数手配をありがとうございま
した。川崎だけはフロンターレ大勝Ｖで残念
な巨人の無念を晴らせましたね。
②本日関様卓話宜しくお願い致します。楽し
みです。
小又会員……土曜日のライオンキング皆様お疲れ様でし
た。昨日は二子玉川の高島屋の最上階でディ
ナーを食べてBARに行こうとしたらどこもや
ってなくて、スナックに行ってタクシーで帰
り寝ました。
林 会員……川崎フロンターレ3回目の優勝しました。お
おめでう天皇杯も皆さんで応援しましょう。
森﨑会員……ｵﾏｯﾃｨｰ｡ライオンキングありがとう!!幸太さ
ん、ゴルフ2連勝おめでとう！
それにしても原エリカはかっこよいですね。
久住会員……皆様こんにちは。
先日の移動例会のライオンキングとても感
動し良い経験となりました。1月にアラジン
を観に行って参ります。小又様ありがとうご
ざいました。
伊藤(康)会員…①関さん本日はよろしくお願いいたしま
す。
②先日のライオンキング大感動でしたね！
小又委員長ありがとうございます。その感動
さめやらぬまま、森﨑さん、あの日は大変ご
ちそうになりありがとうございました。こと
のほか楽しい一夜となりました。

1576回 26件

卓

47,000円

累計 351件

518,000円

話

「私のロータリー活動・いろいろ」
関

進 会員

今月はロータリー財団月間につき野口委員長が担当
でしたが、退会につき急遽安東会長より副委員長である
私に指名されて、表題の内容を会長了解の下に設定させ
て頂きました。その様な状況ですから、ロータリー財団

安東会長指針

の詳細は11月の「ロータリーの友」「ガバナー月信」を
参照してください。この表題ですと私の自慢話になった
りするかもしれませんが、その辺はご容赦ください。特
に仲間のチャーターメンバーの５名には。しかし最近は
新入会員も多くなりましたので、何か参考になればと願
っています。
川崎中央ロータリークラブの創立は1985年４月に川
崎大師ＲＣ戸石特別代表の下に会員46名でスタートし
ました。（現在のチャーターメンバーは６名）その時の
私の入会動機が不純でした。批判的であった先代の社長
を説得するのに当時の同業者であった村木分区代理や
友人であった大師ＲＣの船山様が大変苦労されたと聞
いていましました。（例えば中心メンバーであった東電
東扇島迄川崎駅からのタクシー料金は多額になるとか）
２年目の1986年は鈴木２代目会長（三嘉運輸社長、早大
グリークラブOB）・増山幹事の年度では会長の強い意向
で、ロータリーソング委員会を立ち上げ初代委員長就任
しました。しかしながら専務取締役という立場での活動
の難しさの為に、その後の10年間程は活動が充分に出来
ず当クラブにご迷惑をお掛けしてきました。1996年川崎
タクシー(株)社長就任、その後1997年森会長、1998年須
山会長（おおひん虹の会立上）、1999年川島会長（里親
制度立上）、2000年会長就任、谷口幹事（田島養護学校
立上）この年度は谷口幹事紹介の世界ボクシング協会
（WBA）ライト級チャンピオン畑山 隆則選手がロータ
リー活動を盛り上げてくれた。別紙新聞記事を参照して
ください。先月のファミリーミーティングのテーマが社
会奉仕活動でした。その時も話しましたが、社会奉仕活
動は他の奉仕活動とは異なり目に見える活動が多いの
で、地域の人々に大いにＰＲする必要があります。その
為に、当時の会長さんたちは新聞、ラジオ、テレビ、等
に積極的にアプローチしていました。私の紹介はNHKス
ポーツキャスターの有働由美子アナウンサーでした。
2000年は９月にシドニーオリンピックが開催されて、メ
インキャスターが有働由美子アナウンサーでしたので、
最適といわれ声を掛けて実現しました。11月６日に川崎
大師信徒会館地下講堂で大師ＲＣ、マリーンＲＣ、と三
クラブ合同にて開催しました。運良くその年のプロ野球
日本シリーズが長嶋監督の巨人と王監督のダイエイと
いうＯＮ対決で盛り上がり、長嶋巨人が勝利しました。
（今年はコテンパンに負けましたが）しかし悪いことも
あり、有働由美子さんが変装して横浜ベイスターズの石
井琢朗選手と歩いているのを週刊誌に掲載され、ホット
な話題になっていました。（その時のＢ５判の別紙会報
を参照）卓話の開始早々に会場を見渡して、ここには週
刊誌の記者はいないですねと念を押して話し出したこ
とが印象深く残っています。卓話が終了して二人で川崎
大師をお参りし、仲見世通りで買い物をしましたがこれ
は週刊誌には出ませんでした。
有働由美子アナウンサーの紹介者は大学のクラブ活
動「KKK（慶応・軽音楽・鑑賞会）」の先輩である明石 勇
（NHKアナウンサー、小さな旅、ラジオ深夜便を担当）
でした。ですから当時の例会のＢＧＭに小さな旅の主題
曲や使われていた曲を流していました♪～。ＫＫＫは秘
密結社のクー・クラックス・クランと間違われるのです
が、ジャズを鑑賞する会で昔はジャズ喫茶で頭を抱えて
聴いている姿を思い出します。少々横道にそれますが、
安東会長、伊藤康人副会長がジャズに造詣が深いので、
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ジャズの話に入らせていただきます。ＫＫＫのメンバー
の中に、有名なジャズ評論家がいました。私が学生時代
のＫＫＫの部長であった牧田義夫（医学部教授）ペンネ
ーム（牧 よしお）、いソノてルヲそして油井正一
ジャズ評論家油井正一の話に移ります。戦後のジャズ
を全国に広めた功績により、勲四等叙勲受章者
であります。ＦＭ東京「アスペクト・イン・ジャズ」の
担当で歯切れのよい語りで評判となりました。
1998年６月８日油井 正一歿後 都内の小さなジャズ
クラブでＫＫＫによる追悼会を開催しました。その席で
仲間のジャズピアニストの大野 雄二がピアノ演奏を
担当してくれた。これも奇遇ですが彼は「小さな旅」の
作曲者であり、
「ルパン三世」の作曲者でもあります。
（熱海の大野屋の御曹司でもあります）
そして、形見分けのＣＤやレコードを頂き、その追悼会
の様子をユニバーサルデザイン等で知り合っていたジ
ャズが好きな高橋 潤二郎 慶応義塾常任理事に話し
たところ、油井正一アーカイブを是非とも当大学でやり
たい、国立大学では無理だからという話になりました。
（高橋常任理事は川崎運送 高橋喬郎前社長の弟で当
時の鳥居塾長に次ぐNO2で、湘南キャンパス開設に大き
く関わった）しかしながら、
鳥居塾長が2001年に失脚した為に、一緒に退任しました。
一時は油井正一アーカイブは危ぶまれましたが、それを
引き継いだ教授達の努力により、2011年慶応義塾大学ア
ートセンターに油井正一アーカイブがコレクション１
万点を集めて開設されました。
以上が有働由美子アナウンサーからジャズへと続いた
話です。
2009年第一グループ（川崎区、幸区当時8クラブ）ガ
バナー補佐就任しましたが、増山さん青木さん
も経験されました様に大変忙しいポストである、が第一
印象でした。分区代理制度からガバナー補佐制度に代わ
って大変多忙になったと思います。例えばガバナー公式
訪問前のクラブ協議会の担当者がガバナーからガバナ
ー補佐となり、公式訪問迄にガバナーにレポートを提出
しなければならない等々。特に第一グループはガバナー
補佐の選任方法が独自で、歴代ガバナー補佐経験者連絡
会で候補者を選びガバナーに推薦してきました。また第
一グループということで全ての会合において、トップバ
ッターで発表させられるので、地区のリーダー的存在に
なりがちであった。
今年は創立35周年の年で、松本実行委員長他担当者の
皆様ご苦労様でした。残念ながらこのコロナ騒動で会員
だけの縮小・簡素化した形で実施されました。５年前の
30周年の実行委員長として、大変思い出に残る周年行事
でした。式典等以外に記念に残る事業を計画し「第一京
浜国道の元木町交差点に交通安全標語塔を建てよう」と
意見がまとまり、多くのメンバーの方々にご協力してい
ただきました。昔は建てることが容易でしたが、最近は
会報委員

牧島

聡

渡辺

雅夫

森本

邦康

保守・管理の面で厳しくなっているようでした。標語は
川崎区内の小学生から応募をと意見があり、川崎市教育
委員会の委員長にお願いに行きました。それぞれが川崎
警察署への対応、横浜国道事務所への対応、川崎市教育
委員会への対応しその努力の結晶であります。そして、
最終的に署長、区長、委員長交えて集まった小学生255
点から掲示する３点を決定しました。
「ちゃんと見て、小さい私が歩いてる」
新町小１年生 大塚 愛紗様
「あなたが守って、みんなの命」
宮前小４年生 三浦 菜々子様
「子供でも、自転車乗れば運転手」
向小５年生 河口 裕香様
以上３点ですが、標語塔に3名の名前を掲示するかどう
か議論になりましたが、載せないことになりました。
2015年３月30日、神奈川トヨタの敷地内で中村宮司のお
祓いを受け、除幕式が開催されました。
４月６日、日航ホテルに於いて記念式典、
記念講演（講師 成田 真由美様）執り行われました。
当時、川崎商工会議所12階のパソコン教室へ通っている
最中で丁度ブログ（アメーバ）の時間でした。
先生から何か最近の出来事を打って練習しなさいと言
われた、「川崎市に交通安全標語塔が建立」と打ち込み
ました。どうかスマートフォンでもパソコンでも見てく
ださい。

「30周年時の交通安全標語塔」

卓話予定
12月7日(月)

今週の担当者

阿野順一

渡辺会員
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