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『こころの中を見つめよう
博愛を広げるために』

第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ 川崎高津ロータリークラブ

事務局：〒213-0041川崎市高津区溝口2-14-1むらたビル３F

例会場：ホテルKSP TEL 044-819-2211

例会日：毎週木曜日 12:30 / 毎月第4週 18:00

会 長：田中 薫

幹 事：鈴木 良一

田中 薫 会長 「それでこそﾛｰﾀﾘｰ」

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２５回 例 会 記 録
１月は｢ロータリー理解推進月間」です。
通 算 ： 第 1267号
例会日 ： 平成 23年 1月 19日
発行日 ： 平成 23年 1月 26日
◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢卓話 鈴木 穆様」
◆次回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：「卓話 相馬 元会員｣」
◆ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
＊お客様
小川 湧三様(川崎鷺沼RC)明けましておめでとうござい
ます｡今年もよろしくお願い致します｡
＊RC会員(敬称略)
田中 薫 鈴木穆様､卓話を宜しくお願いします｡
鈴木良一 先日は父の葬儀に際し､皆様方のお心遣いあ
りがとうございました｡

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 9 9,000 270,000 336,000 80.36%

米山奨学会 8 8,000 275,000 560,000 49.11%

報告

お客様

◆会長報告
＊ﾊﾞﾝｺｸ国際大会への登録数報告依頼と日本人親善朝
食会の案内が届いております。
・ﾊﾞﾝｺｸ国際大会

登録(～2月29日 USドル195) (3月1日以降ドル245)
・日本人親善朝食会
日時:5月6日(日)6:30-8:00
場所:THE IMPERIAL QUEEN’S PARK HOLEL
会費：￥4,800（着席式・自由席）

＊川崎とどろきRCより創立15周年記念誌が送付されて
おります。お目通し下さい。
◆ 理事会報告
１.3月のｽｹｼﾞｭｰﾙ

3月 1日(木) 卓話 三富末雄会員 定例理事会

小川湧三様(川崎鷺沼RC)
鈴木 穆様(高津区文化協会会長) 卓話者

会員数
出席

義務者
欠席数 出席率 MU

前々回

修正

本日 27 25 9 64.00%

前々回 27 25 3 12月22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

米山奨学会 8 8,000 275,000 560,000 49.11%

ﾆｺﾆｺBOX 11 12,000 474,000 1,000,000 47.40%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 8 9,000 339,000 500,000 67.80%

3月 1日(木) 卓話 三富末雄会員 定例理事会
8日(木) 第3回ｸﾗﾌﾞ協議会

15日(木) 卓話 本藤光隆会員
22日(木) 花見夫人ﾃﾞｰ 夜間例会 ﾎﾃﾙKSP3F
29日(木) 休会

2. 年末家族会の件 決算書 承認されました。
3. 防災教室の件 9:15 久地小学校集合 他
◆ 幹事報告
＊川崎市社会福祉協議会地域課より精神保健福祉講座
｢こころの病ってなあに?｣開催の案内が届いています｡
日時:1月25日(水)～2月15日(水)＜全4回＞
場所:1回目:地域福祉施設 ちどり

2～4回目:高津 区役所 5階第1会議室
定員:先着50名
申込先:044-861-3309(高津区役所保健福祉ｾﾝﾀｰ)

◆ 近隣ｸﾗﾌﾞ例会変更のお知らせ
＊川崎鷺沼RC:1月25日(水)を24日(日)17:30～に変更

第2ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同例会 ﾎﾃﾙKSP
＊川崎北RC:1月25日(水)を24日(日)に変更

6RC 合同例会 ﾎﾃﾙKSP
＊川崎中原RC:1月26日(木)を24日(日)に変更

6RC合同例会 ﾎﾃﾙKSP
＊川崎ﾏﾘｰﾝRC:1月29日(木)17:00～通常例会を夜間例
会に変更｢川崎大師参拝｣ 富水ｼﾃｨRCとの合同例会

ｻﾝﾋﾟｱﾝかわさき
◆近隣ｸﾗﾌﾞより会報が恵送されておりますのでお目通
し下さい｡(順不同) ☆川崎とどろきRC  ☆川崎中RC
◆諸事お知らせ
＊次週1月26日(木)の例会は夜間例会､ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは相馬
元会員の卓話です。

◆お礼 鈴木 良一幹事
父の葬儀には皆様大変お忙しいところご会葬賜り、

誠にありがとうございました｡

◆委員会報告
≪社会奉仕委員会≫ 大橋 健治委員長
1.高津奉仕五団体の会合に出席しました｡積立金が241
万円あり､岡本太郎生誕100周年記念のﾓﾆｭﾒﾝﾄを建てる
ことを川崎西RCが計画しています｡区民祭15周年に建
てたﾓﾆｭﾒﾝﾄ｢高津 岡本太郎｣を大きくしたものを高津
駅に飾ることに決定しました｡

2.2月2日久地小学校で防災教室を行いますので参加を
よろしくお願いします｡
≪国際奉仕委員会≫ 石川 演慶委員長
ﾊﾞﾝｺｸ世界大会について昨年末迄に8名の参加申込を

頂きました｡ﾒﾝﾊﾞｰが確定した段階で詳細を決めて行き
たいと思います｡ご夫人だけの参加でも歓迎です｡
１月末までに参加申し込みを宜しくお願い致します｡



１月１９日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

卓話「高津町の形成と日本光学川崎工場｣

高津区文化協会会長 地方史研究家 鈴木 穆様

日本光学が久本の地にあったことをお話したいと思い
ます｡ (1910年代の久本､溝口の写真の説明の後､お話
がありました｡

1.｢大山街道｣の歴史的変貌(昭和8年県道1号指定)
2.｢高津｣命名の由来「高き屋に登れば、霞た津､民の
かまどは賑わいにけり(仁徳天皇御製)
｢高き屋｣の高と｢霞た津｣の津で高津

3.大山街道に集中した医療機関(大田医院･岡医院･津田
病院･野村病院･大貫病院･川浪医院等)
大山街道が賑わったわけ

4.｢高津町｣成立と｢大山街道｣－溝口中心地高津町役場
5.玉川電車溝口乗り入れ･南武線の開通

玉川電車大正14年
6.1940(昭和15)第12回国際ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開催(津田山ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ
選手村候補)

7.二子玉川陸軍大演習（橋脚構築）
昭和天皇がご覧になった

8.｢多摩川仮橋復旧許可願書｣(溝口､林喜楽)
9.｢二子橋｣開通理由ー軍事的理由･玉川電気鉄道ー高津

町に｢電灯｣が灯る。
二子橋は橋脚が23本ある｡現在の昭和女子大に戦車隊
があって､相模原の練兵場まで運ぶために作られた｡
他の橋は4脚。

10.｢大正8年道路法｣公布ー大山街道の軍事道路化昭和
7年改訂参謀本部｣地図｢要部修正測図｣の特徴
｢下作延ねもじり坂｣｢馬絹長坂｣(軍用道路｢尻手･黒川
線｣の完成）

11.昭和15年東部第62部隊宮前区馬絹村宮前駐屯
12.｢ﾆｺﾝ｣(日本光学)等軍需産業の登場
13.工場用地の買収､用地埋め立て､工場稼働13.工場用地の買収､用地埋め立て､工場稼働
洗足学園のところ､田んぼを埋立てる｡土は久末から
久本の山を削ってﾄﾛｯｺで運ぶ。
印鑑持って集まれと言われ安く買収される｡
14.第1(陸軍用兵器）､第2工場(海軍用兵器)､第4工場
(大型兵器製造工場)
第1,2工場 洗足学園､北税務署
第4工場 ｲﾄｰﾖｰｶ堂､ﾊﾟｰｸｼﾃｨのところ
第3工場はなく､蟹ヶ谷に通信施設があった｡6本あっ
たが､今1本残っている｡
第5工場 ﾆｺﾝ津田山工場､三菱自動車津田山工場の所
溝口･登戸など多摩丘陵に機密な施設がいろいろあっ
た｡当時50,000人近くの人が働いていた｡

15.町役場温存のための｢大山街道｣溝口中町疎開｡
(馬絹駐屯｢東部第62部隊)出動）

16.教育施設の軍事施設化｢高津小学校｣の兵舎化･高津
高等女学校軍事化。

17.爆撃を受けなかった溝口地区｡梶ヶ谷､久本地区の
爆撃｡

18.高津小学校､中郡高部屋村へ学童強制疎開
ー東部62部隊の兵舎化

19.高津高女の末長移転･終戦後久本現在地に移転｡
20.玉川電車に代わり東急大井町線溝口乗り入れ･

日本光学本社工場と川崎工場の専用線｡
21.日本光学社員寮溝口800番地､

坂戸寮､二子玉川寮､上野毛寮
22.日本光学久本体育館(現富士通体育館)､

ﾆｺﾝ高津駅前工場の変遷
23.小田原高校､厚木高女の日本光学勤労報国隊
24.溝口出身者のﾆｺﾝ勤務者(石原文具店･岡田屋足袋店)

戦後処理･疎開地｢溝口駅前｣再開発･国道246開通

＊謝 辞 田中 薫 会長

高津の歴史を細かく説明して頂き､よくわかりました｡
これから歴史も勉強して行きたいと思います｡
本日は本当にありがとうございました｡


