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第3回(通算1339回)「それでこそﾛｰﾀ ﾘｰ」

第4回(通算1340回)「四つのﾃｽﾄ｣

2013～2014

クラブ年度方針

『 明るく、生き生き、元気よく』

Ｔｗｏ Ｗｅｅｋｓ Ｒｅｐｏｒｔ

点鐘・開会宣言・歌唱

片寄優子様(国際ﾛｰﾀ ﾘｰ第25 90地区第3ｸ ﾞﾙｰﾌﾟｶ ﾞﾊﾞﾅｰ補佐
川崎稲生RC)

私は昭和26年生まれで62歳､見かけは30代ですが､肉体
は60代を超えているような感じです｡このｸﾗﾌ ﾞには私が
幹事の時に訪れた際は誰もいなくて､一体どうしたんだ
ろうと思いましたが､今日は一時間以上前から多くの人
に集まっていただき､ありがとうございました。
今後もご指導をよろしくお願い致します。
佐保田信次様･長岡忠弘様(川崎稲生RC副会長･幹事)
本日､川崎高津RCにお邪魔して､元気のある良いｸﾗﾌﾞだ
なと思いました｡またお二方の入会式や30周年の委嘱状
授与にも立ち会わせていただきました｡他ｸﾗﾌ ﾞを拝見す
ると色々な思いや気づきがあるので､参考に稲生RCも頑
張りたいと思いますので､今後もご指導､ご鞭撻よろし
くお願い致します。

来賓挨拶

お客様
＊7/18
鈴木清次様(国際ﾛｰﾀ ﾘｰ第25 90地区ﾊﾟｽﾄ ｶﾞﾊﾞﾅｰ ､特別
代表､川崎西RC)
片寄優子様(国際ﾛｰﾀ ﾘｰ第25 90地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟｶ ﾞﾊﾞﾅｰ
補佐､川崎稲生RC)
佐保田信次様長岡忠弘様(川崎稲生RC会長･幹事)

第２例会記録(プログラム)
【第３回 ７月１８日(木) 】
＊入会式
濱田 肇(はまだ はじめ)会員[損害保険代理業]

紹介者：菊池幸治会員 大橋健治会員
小山泰介(こやまたいすけ)会員[塗装業]

紹介者：菊池幸治会員 鈴木良一会長

・入会者紹介 菊池幸治会員
会員の皆様に濱田肇さんと小山泰介さんの入会を審

議していただいたところ､ご了承いただき､誠に有難う
ございます｡お陰様で本日入会の運びとなりました｡

・会員章・ｴﾝﾌ ﾞﾚﾑの授与 鈴木清次ﾊﾟｽﾄ ｶﾞﾊﾞﾅ ｰ
・歓迎挨拶 鈴木良一会長
浜田さん､小山さん､年度初めの7月にお二人を迎えられ
たことを本当に嬉しく思います｡今後､我々と一緒に色
々な活動にご協力いただきたいと思います。
私のﾓｯﾄｰは明るく､活き活き元気よくなのでお二人も元
気よく活動して下さい｡おめでとうございました｡
・新入会員挨拶
小山泰介会員：まだまだ未熟ですが､皆様の背中を見な
がらしっかりと勉強させていただきますので今後とも
よろしくお願い致します。
浜田肇会員：RCの精神を尊首しながら一日も早く川崎
高津RCの一員になれるよう努力したいと思います。
＊委嘱状授与 細谷和彦創立30周年記念実行委員長

＊卓話｢ﾛｰﾀﾘｰと横浜と井坂孝｣ 鈴木清次様
(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区ﾊﾟｽﾄｶ ﾊ゙ﾞﾅｰ､特別代表､川崎西RC)

1920年に国際ﾛｰﾀﾘ ｰは東京ｸﾗﾌﾞを作ったその2年後に
大阪ｸﾗﾌﾞを作り､その後神戸､名古屋という順で出来ま
した｡ﾎﾟｰ ﾂﾏｽ条約後､北京､台北､香港､河南にも当時は日
本のRCがあったわけですが､第二次世界大戦後に国際ﾛｰ
ﾀﾘｰを脱会したためそれらはなくなりました｡実はそれ

以前の一年前､1919年にﾏﾆﾗにﾛｰﾀ ﾘｰｸﾗﾌ ﾞが出来ました｡
そこには,Firs t Rot ary Cl ub of  Asiaと書いてありま
す｡しかしﾒﾝﾊﾞ ｰ30人中､地元の人は僅か3人でした｡他の
ﾒﾝﾊﾞｰは他国の商社の社長や各国のｱﾝﾊ ﾞｻﾀﾞｰの親玉ばか
りでした。
井坂孝という人は国際ﾛｰﾀ ﾘｰを脱会する以前､戦前のﾛｰ
ﾀﾘｰを米山さんと仕切ってきました。

米山さんはﾛｰﾀﾘｰ拡大志向が強かった人です｡横浜は
1923年､大震災の後に出来ました｡その時に立ち上げた
のが井坂さんなのです｡水戸出身で大学卒業後､横浜の
東洋汽船に就職しました｡これは浅野誠一郎さんの会社
です｡この人は鶴見界隈500 ﾍｸﾀｰﾙの土地を埋め立てまし
た｡浅野さんは多くの会社を作るやり手だったのですが
井坂さんとは名人同士で合わなかったのです｡三溪園を
所有している親玉が所有している保険会社､横浜海上火
災の社長1921年になり､初めて横浜と井坂さんとの接点
ができたのです。第一次世界大戦後の大不況の救済に
立ち上がったのが井坂さんなのです｡現在のような銀行
の救済措置というのがなかったので､潰さないために救
済措置を目的として出来上がった銀行が横浜興信銀行
で現在の横浜銀行です｡その頭取に井坂さんはなる訳で
すが､昭和2年に横浜ｸﾗﾌﾞが出来上がったのです。

｢ロータリーを実践し

みんなに豊かな人生を ｣



出席報告
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出席率

前々

回欠

席数

MU
前々回

修正

7月18日 30 28 21 7 7 5 % 5 2 89 %

7月28日 30 28 21 7 7 5 % 7 1 79%

寄付報告
月日 件 合計 累計 目標額 達成率

7/18 13 13,000 44,000 360,000 12%

7/28 44,000 360,000 12%

7/18 13 13,000 45,000 600,000 8%

7/28 45,000 600,000 8%

7/18 17 40,000 107,000 1,200,000 9%

7/28 107,000 1,200,000 9%

7/18 11 11,000 50,000 600,000 8%

7/28 50,000 600,000 8%

R財団

米山記念

奨学会

ﾆｺ ﾆｺ

BO X

ﾌﾚ ﾝﾄﾞ

ﾘｰ BOX

クラブ会報委員会
石川演慶委員長 三富末雄副委員長
森山圭介委員 本藤光隆委員 編集担当：森山圭介 本藤光隆

(R財団目標額：会員数×120㌦×100円 米山目標額：会員数×2万円)

【第４回 ７月２８日(日)】

移動例会「高津区民祭」
～東日本大震災募金活動～

猛暑が続く中、今年も高津区民祭に参加しました｡

例年通り石川会員のﾋﾞﾙ前広場にﾃﾝﾄを設営し､募金活動
を行いました｡募金をして下さった方にはかき氷を､

子どもさんにはかき氷の他にくじびき､動物ふうせんの

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄを行いました｡
また､安くて新鮮な果物､美しい花苗の即売会を行い､

あっという間の完売となりました。

その後､会員は｢華の舞｣にて慰労会を行いました。
ご協力頂いた市民の皆様､ありがとうございました。

募金金額 100, 843円 販売金額 92,75 0円

（7/18） ※順不同 会員は敬称略
鈴木清次様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第25 90地区ﾊﾟｽﾄ ｶﾞﾊﾞﾅｰ ､

特別代表､川崎西RC) 
久し振りに参りました｡皆様の発展を祈ります｡

片寄優子様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第25 90地区第3ｸ ﾞﾙｰﾌﾟ
ｶﾞﾊ ﾞﾅｰ補佐､川崎稲生RC)

本日表敬訪問に参りました｡ふつつかなもので
すが､よろしくお願い致します｡

佐保田信次様､長岡忠弘様(川崎稲生RC会長･幹事)
本日ご挨拶に参りました｡宜しくお願い致します｡

鈴木良一 本日は鈴木ﾊﾟｽﾄ ｶﾞﾊﾞﾅ ｰ､片寄ｶﾞﾊﾞﾅ ｰ補佐､
佐保田副会長､長岡幹事､お暑い中ご出席賜りありがと
うございます｡また新入会員濱田さん､小山さんご入会
おめでとうございます｡
三家 護 本年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐片寄様､ようこそいらっ
しゃいました｡
菊池幸治 濱田会員､小山会員ご入会おめでとうござ
います｡ﾛｰﾀﾘｰを楽しんでください。
田中 薫 ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞ ﾅｰ鈴木清次様､ｶﾞﾊ ﾞﾅｰ補佐片寄優
子様､ようこそおいで下さいました｡本日はよろしくお
願いします｡

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ


