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幹 事：鈴木 良一

田中 薫会長 「我らの生業」

2011～2012

クラブ年度テーマ

『 ﾛｰﾀﾘｰの原点にたちかえり、思いやりの気持ちを持とう 』

Ｗｅｅｋｌｙ Ｒｅｐｏｒｔ

第 ９ 回 例 会 記 録
９月は｢会員増強及び拡大月間」です。

通 算 ： 第 1251号

例会日 ： 平成 23年 9月 8日

発行日 ： 平成 23年 9月 15日

◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢卓話 茅根正之会員」

◆次回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：「早朝供養例会」

◆ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

＊RC会員(敬称略､順不同)

田中 薫 茅根会員､卓話よろしくお願いします。

鈴木良一 茅根会員の卓話楽しみにしています。

三家 護 9/20～26秋の全国交通安全運動です｡特に

9/21溝口駅前ｷﾗﾘﾃﾞｯｷ円筒広場で交通安全ｷｬﾝﾍﾟｰﾝを行

いますので､是非ご参加下さい｡

会員数
出席

義務者
欠席数 出席率 MU

前々回

修正

本日 27 25 6 76.00%

前々回 27 25 3 8月25日分 1 92.00%

クラブ会報委員会
本藤光隆委員長 相馬 元副委員長
三富末雄委員 森山圭介委員 編集担当：三富末雄

点鐘・開会宣言・歌唱

 件 合計 累計 目標額 達成率

ﾛｰﾀﾘｰ財団 13 13,000 116,000 336,000 34.52%

米山奨学会 12 13,000 117,000 560,000 20.89%

ﾆｺﾆｺBOX 13 15,000 195,000 1,000,000 19.50%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 13 24,000 153,000 500,000 30.60%

◆会長報告
＊2013年規定審議会 立法案の提出についての案内が
届いております。詳細は事務局までお問合せ下さい。
立法案の提出期限:10月7日まで
◆理事会報告
１.11月のｽｹｼﾞｭｰﾙ

11月 3日(木) 祝日休会
5日(土) 移動例会 地区大会

17日(木) 第2回ｸﾗﾌﾞ協議会 定例理事会
23日(水)24日(木) 親睦移動例会

２.納涼家族会決算書 承認されました。
３.2012年2月2日(木)に久地小学校での防災教室が決定
しました。
◆ 幹事報告
＊平成23年度川崎市制記念多摩川花火大会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ打合
せ会の開催案内が届いております。
日時:9月20日(日)14:00～15:30
場所：高津区役所 5階第１会議室
◆ 他ｸﾗﾌﾞより例会変更の案内が届いております。
＊川崎北RC:9月21日(水)22日(木)

親睦移動例会 ﾎﾃﾙﾏｳﾝﾄ富士
＊川崎西RC:9月23日(金)休会(祝日休会)
＊川崎稲生RC:9月23日(金)休会(祝日休会)
30日(金)18:30～ 移動例会 多摩市民館４階会議室

＊川崎鷺沼RC:9月28日(水)8:00～
早朝例会 ﾎﾃﾙﾒｯﾂ溝ノ口｢桂林｣

＊川崎日吉RC:9月29日(木)休会(定款細則により)
◆諸事お知らせ
＊次週9月15日(木)の例会は移動例会 早朝供養例会
(大蓮寺)です。詳細はFAXでご連絡致します。
◆委員会報告
＊人道的補助金委員会 三家 護委員

当ｸﾗﾌﾞから申請のあった防災教室の補助金13万円は
認可されました｡

報告

＊川崎市血液対策協議会 相馬 元前幹事
前年度会長幹事会で高津区の3RCの順番で今年は当

ｸﾗﾌﾞと決ったので私が引受けました｡献血の数が少な
く､血液が不足することが予想されます｡若者に献血
の啓蒙をお願いしたい｡企業等の団体献血も日本赤十
字社に問合せて献血して頂きたいとのことです｡



9月８日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

｢会員卓話」 茅根 正之会員

女子高生にもてた話をしたいと思います。

昨年の12月年次総会の日､例会を途中抜けだして、

高津高校にお話に行きました｡

きっかけは､元当ｸﾗﾌﾞの会員で現在高津文化協会会長

の鈴木穆氏から私の職業について話をしてくれないか

との依頼があり、私も丁度長年やっていた仕事を辞め

たところでしたので人生の集大成として昔のことを話

すのもいいかと思い､OKしました｡

私も物づくりの仕事をただ長くやっていただけかと

思っていましたが､｢その道のﾌﾟﾛ｣と言われると､やって

いてよかった。認めてくれる人もいたのだと思いまし

た｡人生の大半を費やした仕事でしたが失敗もあり､

考えて､考えて作り上げた時の喜び､底辺の仕事かもし

れないが､自分の仕事を守るために頑張ったこと､色々

教えてあげることなど､それを聞いてくれる人がいると

いうことで嬉しさを感じました｡

やりたくなかった物づくりをまた長くやっていたもの

だと改めて感心しました。

親が工場をやっていたので､､私は工場の坊ちゃんと

言われて育ちました｡戦争中は軍の仕事をしていたため

大分羽振りが良かったが､戦後､銀行封鎖にあい､それが

解けた時にはお金の価値がなくただの紙同然だったそ

うです｡親のやってる仕事が嫌いで一時期ｻﾗﾘｰﾏﾝをやり

ましたが､いつの間にか親の仕事をやっていました｡

それを思い出そうとﾀｲﾑｽﾘｯﾌﾟしてみましたら､仕事のこ

となど一つも頭に浮かばずに子供のころ､特に小学校の

ころが昨日のように甦ってきました。

戦争中のこともあって､夜中に学校のｶﾊﾞﾝを持って防

空壕に逃げ込んだり､多摩川の河原で遊んでいたらB29

の大編隊が横浜より立川のほうに飛んで行ったこと､

又水戸に疎開した時も日立の工場が艦砲射撃を受け燃

え上っているのを12,3ｷﾛﾒｰﾄﾙの近さから見て､戦争の怖

さを思い出しました。

話す相手が高校一年ですから内容をどうしようかと

いろいろ思いを巡らしながら生徒さんの前に立ちまし

た｡私の職業金型製造業などわかってもらえそうもない

し､私の名前も文化協会からの紹介では､茅根正洲にな

っていましたのでまず文化協会から話し始めました。

文化協会は､次世代に文化､芸術を伝える集まりで､そ

こで私は邦楽部門で茅根正洲という芸名で詩吟をやっ

ております。

私はもう一つ入っている団体があります｡皆さんも見

たことがあると思いますが､青たすき又は､黄色のﾎﾟﾛｼｬ

ﾂやｼﾞｬﾝﾊﾟｰを着て奉仕活動をしている川崎高津ﾛｰﾀﾘｰｸﾗ

ﾌﾞです。多摩川の花火大会､区民祭や駅前で献血運動等

の奉仕をやっています｡皆さんも18歳になったら献血に

協力して下さい｡

ﾛｰﾀﾘｰは一業種一人と言うことで私は製造業で入って

います｡製造業と言ってもいろいろありますが私はﾌﾟﾚｽ

金型を作っております｡金属の板､鉄鋼､ｱﾙﾐ､ｽﾃﾝﾚｽ､色々

な板がありますが加工する金型を一枚の図面から作成

していき､少なくても3工程､多いものになると15､6工程

になる時もあります｡金型もいろいろあり外形抜き､孔

明､曲げ､絞りと色々で孔明一つをとっても1か所明ける

型もあれば､100か所同時に明ける型もありこれらを工

作機械を使って作っていきます｡これが私の仕事です｡

少しは私の仕事内容がわかってくれたかと思いまし
たが､どうも生徒さんたちの反応が今一違うのです。
後で判ったことですが､私の職業を｢呉服店主｣として紹
介してあったのです｡
生徒さんは興味を持ってる職業､将来就きたい職業､

そんな中で選んだのに話を聞いたら全然違う話で戸惑
ってしまったようです。
私自身も学校に行き､ﾃｰﾌﾞﾙの上にｺﾋﾟｰ紙が1枚置いて

ありましたので見たら､色々な分野の職業が書かれてあ
ったのに私の製造業がありません｡変だなと思っていま
したが講演時間がきてそのまま教室に入り､｢なんで女
子ばかりなのか」と思ったのです。
普通､製造関係でしたら男子だと思います。
ここでどんな分野に分かれていてどんな講演者が来

たか説明させて頂きます｡(全部で11分野)
以上の中から選んできてくれた生徒さんを前に学校

からの講演内容をもとにお話をしました。
1回目は話が早めに終わり質問を受けようと思ったの

ですが､質問がありません｡学校ですからﾍﾞﾙがなるまで
終われないとのことで､私は詩吟をしました｡高校生に
必要な「勧学文」です。
2回目は詩吟なしで終わることが出来ました｡

休憩室に戻りましたら先生が2人飛んできて私の職業
を間違えて生徒に紹介したことを聞き､そこで初めて
おかしな点に納得しました。
後日､生徒さんの感想文が来るというので楽しみに学校
を後にしました。

≪生徒の感想文≫
・自分の仕事に責任を持ってやることが大切であるこ
とが分かった。

・仕事を持つことは自分が想像していた以上に大変だ
ということが分かった。

・社会に大切な事がたくさんあるとことが分かった。
・親の意見や姿を見ることが自分の進む道に繋がるこ
とが分かった。

・勉強は頑張った分だけついてくるものだと思った。
・労働に対する意義を考えていきたい。
・仕事をする上で大切なことは挨拶､気配り､感動と

喜びがあるから仕事が出来るのだと思いました｡
・色々な体験話を聞いて大変参考になりました｡

｢謝辞｣ 田中 薫会長
子供たちの前で体験話をして感想をもらうのはなか

なか出来ないことです。
今日はお話ありがとうございました。


