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クラブ年度方針

『 明るく、生き生き、元気よく』
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点鐘・開会宣言・歌唱 第１６例会記録(プログラム)

｢ロータリーを実践し
みんなに豊かな人生を｣

【第３１回 ３月６日(木) 】
＊会員卓話
｢出生地の由来､趣味の話｣ 伊藤壽一会員

私は昭和20年2月16日生まれです｡昭和58年3月に有限
会社 藤寿(不動産管理業)を設立して32期になります｡
当ｸﾗﾌﾞに入会して早いもので1年3か月です｡

本日は出生地の由来などのお話をしたいと思います。
生まれて以来69年間､子母口に住んでおり､18代目になり
ますが過去帳で歴代の先祖に遡ると文禄2年､1953年に亡
くなった記録が残っておりますので420年くらい続いて
いることになります｡そう考えると重さを感じます。

＊伊藤姓の由来
伊藤という名字は日本で6番目に多く､平安時代までさか
のぼります｡平安時代末期の藤原景綱が現在の三重伊勢
市に住んだことから｢伊勢の藤原｣を略して『伊藤』と呼
ぶようになりました｡現在でも三重県では一番伊藤の割
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＊理事会報告

来賓挨拶

長井公也様(川崎高津南RC)戸張薫様(創立20周年記
念実行委員長､川崎高津南RC）
本日は5月19日(月)の川崎高津南RC創立20周年記念
例会にご出席いただきたく､ご案内状を持って参り
ました｡どうぞよろしくお願い致します｡

ぶようになりました｡現在でも三重県では一番伊藤の割
合が多い都道府県になっています。
＊子母口町名の由来
子母口の由来についてはいくつかの説があります。
・半島の丘に迫った狭い地形を意味するｼﾌﾞから｢渋口｣
と呼ばれ､それがｼﾎﾞｸﾞﾁへと変わった説
・神木（しんぼく)神様の木を切り出した土地から｢神木
地(しんぼくち)}とする。
・子母口は玉川と矢上川が交わる要所であったことから
海流の潮の口､つまり｢潮口(しおくち)｣が変化したもの
などの説があるようです｡1600年頃の江戸時代に入り､岩
川村､新作村､末長村､久松村､明津村､蟹ヶ谷村､清沢村そ
して子母口村が成立したようです。
＊自宅近くにある橘神社の由来
私の家の北側にある橘神社は日本神話の英雄である日本
武尊(ﾔﾏﾄﾀｹﾙ)とその妻の弟橘姫(おとたちひめ)を祀る神
社です｡以前は立花神社とも呼ばれていたようです。
＊蓮乗院
伊藤家の菩提寺で総代を務めさせていただいています｡
宗派は真言宗で､ご本尊様は観世音菩薩､開山は1672年で
す｡境内の一角には鎌倉期の正応4年(1291年)の念仏碑､
延暦3年(784年)の康申碑､享保12年(1727年)徳川吉宗時
代の作である地蔵尊があります。
＊子母口貝塚
多摩丘陵にある貝塚の中では最も古く､縄文時代後半で
約7500年前のものと推定されています｡神奈川県指定史
跡で川崎市内ではここだけです。
＊自宅裏の発掘調査
検出した遺跡は竪穴式住居7件(古墳時代後期､7世紀代)｡
遺物としては縄文+弥生土器､陶芸木などで多く発掘され
たのは土師器です。

＊理事会報告
・5月の予定
5月 1日(木) 休会

8日(木) 会員卓話 佐藤哲夫会員
15日(木)→17日(土) 移動例会 献血活動
22日(木)→19日(月) 移動例会
川崎高津南RC20周年記念例会

29日(木)→6月1日(日) 移動例会 多摩川清掃
・3月27日(木) 花見ご夫人ﾃﾞｰ 予算書 承認
・奉仕5団体ｺﾞﾙﾌの件 5/13(火) 川崎国際ｺﾞﾙﾌ場
参加費5千円 順位賞は商品券 参加賞はｺﾞﾙﾌﾎﾞｰﾙ



*3/6(会員敬称略･順不同)
長井公也様(川崎高津南RC会長)戸張薫様(20周年記念実
行委員長､川崎高津南RC)本日は当ｸﾗﾌﾞの20周年記念例会
開催のお願いに参りました｡親ｸﾗﾌﾞの皆様のご出席をお
願致します｡
鈴木良一 長井会長､戸張実行委員長､20周年記念事業の
成功をお祈り申し上げます｡
三家 護 3/8横浜港大桟橋にｵｰｼｬﾝﾄﾞﾘｰﾑ号を見学予定､
憧れのｸﾙｰｽﾞ気分を体感して来たいと思います｡
大橋健治 子供が4月から高校生になります｡
*3/13

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

【第３２回３月１３日(木)】

卓話｢高津区の活動状況と暴力団について」
高津警察署 署長 花家 憲也様

本日は高津区における活動状況と暴力団についてお話
します｡近頃はﾃﾚﾋﾞの刑事物ﾄﾞﾗﾏも変わってきました｡
昔は人情ものかｱｸｼｮﾝものが殆どでしたが､現代ではDNA
検査や指紋の調査など科学的な捜査に重点を置いたﾄﾞﾗﾏ
が増えてきました｡実際の取り調べも客観的な証拠をど
れだけ積み重ねられるかが重要で､科学的な手法を用い
た捜査に重点が移ってきています｡そもそも､ｶﾂ丼を出し
たりすることはありません｡煙草を勧めただけでも利益
供与と言われてしまいます。
ただ､DNAや指紋といっても実はそれほど簡単ではなく

DNAは検査に一週間程度はかかってしまいますし､一致す
るかどうかを判断することも簡単ではありません｡指紋
も現場でそんなにきれいなものが簡単にとれるわけでは
ないので､その照合もﾃﾚﾋﾞのように簡単にはいきません｡
最終的には経験に頼ることになることも多いのです。
では､高津管内における犯罪状況です｡最近では､新作

のｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞでの事件や小学生が連れ去られそうになっ
た事件などがあります｡幸い解決できましたが､実は防犯
ｶﾒﾗが大きな威力を発揮しました｡防犯ｶﾒﾗとﾊﾟｽﾓの使用
履歴で犯人を追跡し､逮捕に繋がったのです｡皆さんも防
犯ｶﾒﾗを設置される場合には１台は外に向けていただき
たいと思います。
高津区管内では犯罪の減少率は割と高い方です｡ただ､

振り込み詐欺は極端に増えています｡交通事故の分野で
は死亡事故は減っており､昨年の被害者は一人でした｡
ただ､今年は既に死亡事故が一件起きており､残念なこと
です｡人身は減っていますが､物損事故は逆に増えていま
す｡一番危険なのが自転車です｡二輪ですから走行してい
なければ倒れるということを忘れないでいただきたいと

＊私の趣味
趣味は音楽鑑賞です｡広い会場から演奏者の近くで聴
くｼﾞｬｽﾞなどと様々です。
しかし､この素晴らしい音楽の世界を自宅で楽しめ

たらと思い､35年前からｵｰﾃﾞｨｵの世界に入りました｡
始めのころはｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄと呼ばれる音響ｼｽﾃﾑを楽しん
でいましたが､もっと生の音に近いｽﾃﾚｵ装置を求めて
専門誌で知識を学んでいきました｡

訪問した専門店で音を聞いてみると自宅のものと
は比較にならないほどの音の差に驚きました｡店主も
様々でｼﾞｬｽﾞに強い店､ｸﾗｼｯｸに強い店と音響装置を選
ぶには選択肢が有り､楽しい時代でした｡購入する前
が案外楽しいものです。

私は管楽器などで演奏する1960年代のｼﾞｬｽﾞを聴き
ますのでｽﾋﾟｰｶｰはｱﾙﾃｯｸ社のA-5､ｱﾝﾌﾟは真空管のｳｪｽﾀ
ﾝｴﾚｸﾄﾘｯｸ社の300Bそしてﾚｺｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾔｰはﾄｰﾚﾝｽ社のも
のを使用しております｡生演奏の音には行き着きませ
んが､良い音を聴いてﾘﾗｯｸｽして､心や体の自律神経の
ﾊﾞﾗﾝｽを保つのも大切です｡音響ｼｽﾃﾑも良いのですが､
やはり好きなｼﾞｬﾝﾙの生演奏が一番です｡ぜひ皆様も
生演奏などを聞いて楽しんで下さい。
お聞きいただきまして、ありがとうございました。
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前々
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席数

MU
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3月6日 30 29 23 6 79% 8 0 72%

3月13日 30 29 20 9 69% 8 3 83%

寄付報告

月日 件 合計 累計 目標額 達成率

3/6 17 19,000 430,000 360,000 119%

3/13 14
ｴﾝﾄﾞﾎﾟﾘｵ

14000　※
14,000 150,000 9%

3/6 17 19,000 403,000 600,000 67%

3/13 14 14,000 417,000 600,000 70%

3/6 24 35,000 653,500 1,200,000 54%

3/13 14 17,000 670,500 1,200,000 56%

3/6 19 19,000 430,000 600,000 72%

3/13 13 13,000 443,000 600,000 74%

R財団

米山記念

奨学会

ﾆｺﾆｺ

BOX

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⇒119%達成(43万円)のため 3/13より
ｴﾝﾄﾞﾎﾟﾘｵ～2018を積立 会員数×5,000円目標 米山目標額：会員数×2万円)
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鈴木良一 花家署長､卓話をよろしくお願い致します｡
三家 護 本日は花家高津警察署長の卓話を拝聴致しま
す｡どうぞよろしくお願い致します｡
菊池幸治 谷野功明様､喜多川亮平様､例会を楽しんで下
さい｡

なければ倒れるということを忘れないでいただきたいと
思います｡特にお年寄りはできればﾀｸｼｰなどを利用して
移動した方が安全です。
次に暴力団についてです｡暴力団構成員は減っていま

す｡幸い高津区管内には関連する店舗等はありません｡念
のため暴力団と右翼の違いについてお話します｡現在右
翼を名乗る団体は殆どが暴対法逃れのやくざです｡本物
の政治団体は自分たちを右翼などと名乗りません｡暴力
団からのｸﾚｰﾑや雑誌購読の要求などは断固として受けな
いようにして下さい｡一回要求を受け入れると､絶対一回
では終わりません｡直接ﾄｯﾌﾟが応対しない､即答は避ける
など配布したﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄをご覧下さい｡また､証拠を残すこ
とも大事です｡ﾒﾓや記録でもいいのですが､それよりも音
(録音)､そして音よりも映像です｡必要であれば警察にご
連絡下さい｡対策についてもご相談いただければいろい
ろｱﾄﾞﾊﾞｲｽできます。


