
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2018-19年度 地区方針】それぞれが輝くロータリー 自らの行動でクラブの可能性を拡げよう                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

     例 会 報 告     

 開会点鐘  小島 徹会長  

 司  会  原 敏之 SAA 

 合  唱  「我等の生業」 

 お客様紹介  内田 義治 親睦活動委員 

今後のプログラム予定 

2・3月 プログラム名 

     2月 26日    休 会 

第 1例会 3月 5日 

会員お祝い 米山奨学金授与式 

情報集会報告 

理事役員会 

出 席 報 告 伊藤 稔出席委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

43名 34名 

9名 

対象外 

（4） 

87.18％ 

欠 8名 

対象外 

（5） 

MU0名 

92.3

1

% 

【本日の欠席者】 三木 治一会員  金子 利昭会員   

小林 敏伸会員  堀一 慶明会員  大友 徹 会員 

津田 篤志会員  松井 孝至会員  叶野 聡 会員 

田邉 進 会員 

ニコニココーナー  志村 修司 副 SAA 

小島 徹会長：朝倉さん本日は卓話楽しみにしておりま

す。 

貝田 充幹事：朝倉会員、卓話楽しみにしています。よ

ろしくお願いいたします。 

伊藤 文治会員：朝倉さん卓話ご苦労様です。 

川口 禮敬会員：朝倉和信さん卓話ご苦労様です。楽し

みに拝聴させていただきます。 

鹿島 義久会員：本日は会員卓話 朝倉和信様卓話楽し  

みしています。岩手県安比高原スキー場を昨

日で終わりました。               

内藤 幸彦会員：カンボジアのプノンペン RCにメークア

ップに行って参りました。ポルポト残虐現場

を目の当たりに見て心が痛みました。朝倉会
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員、人間の業は深いですね。卓話楽しみで

す。 

中山 武夫会員：朝倉さん本日は卓話ご苦労様です。 

白井 正男会員：朝倉会員、入会卓話ご苦労様です。楽

しみです。 

小丸 日出夫会員：本日の朝倉会員の入会卓話が、楽し

みです。 

廣山 宗一会員：朝倉さん卓話ご苦労様です。よろしく

お願い致します。 

冨岡 昭一会員：朝倉会員、本日の卓話よろしくお願い

致します。 

小泉 繁勝会員：朝倉会員、卓話を楽しみに拝聴させて

いただきます。 

朝山 秀男会員：朝倉さん卓話楽しみにしています。 

渡邉 新治会員：卓話楽しみにしています。本日もよろ

しくお願い申し上げます。 

細山 勝三郎会員：朝倉会員、会員卓話楽しみです。よ

ろしくお願い致します。ありがとうございま

す。 

原 敏之会員：2/10にイザベルも無事引っ越しました。

皆様には色々とご配慮頂きありがとうござい

ました。朝倉さん卓話楽しみにしておりま

す。 

合計  16件 27,    17,000円 

累計  392件    520,000円 

会 長 報 告 小島 徹会長 

1.国際ロータリーより 2019年 2月のロータリーレート

の 

 お知らせが届いております。2019年 2月 1＄＝110円 

（ご参考 2019年 1月 1＄＝112円） 

2.地区より 2019-20年度地区補助金プロジェクト募集開 

 始についてのお知らせが届いております。詳細は回覧 

 いたします。 

3.地区より 2018-19年度「第 49回ローターアクト地区

大 

 会開催」のご案内が届いております。日 時：3月 3

日 

（日）13：00～17：00場 所：HOTEL PLUMM（ホ 

 テル プラム） 横浜市西区北幸 2-9-1詳細は回覧 

 いたします。 

4.地区国際奉仕委員会より「アメリカ南部への海外メーク 

 アップツアー」のご案内が届いております。日 時：5 

 月 10日（金）～17日（金）詳細は回覧致します。認

定 

 5.NPO法人かわさき市民アカデミーより「講座のご案

内」 

 のお知らせが届いております。回覧いたします。 

幹 事 報 告 貝田 充幹事 

 1.例会変更 

  川崎百合丘 2月 12日（火）招聘卓話 麻生警察署

長 

         2月 19日（火）休会 

         2月 26日（火）夜間移動例会 

                 点鐘 18：00 笹子うどん 

      川崎高津南 3月 25日（月） →26日（火）に変更 

                お花見例会 とうふ屋うかい 鷺沼店 

      川崎麻生 2月 15日（金）休会 

        2月 22日（金）夜間移動例会 

               点鐘 18：00クラブ創立記念例会 ホテルモ 

               リノ 7Ｆ「梅の花」 

    2.会報受理  川崎とどろき RC 回覧いたします。 

    3.川崎中央ロータリークラブよりメールアドレス変更の 

      お知らせが届いております。 

      新メールアドレス：info@kawasaki-chuo-rc.com 

4.  4.次週 2/19は例会終了後、クラブ協議会③を開催いた 

      します。関係各位のご出席をお願いいたします。 

お 祝 い ご と 

 

入会記念日 
松井 孝至会員  

 

会員誕生日 

白井 正男会員 

小泉 繁勝会員 

貝田 充 会員 

松井 孝至会員 

 

結婚記念日 

伊藤 稔 会員 

長谷山尚城会員 

朝倉 和信会員 
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配偶者誕生日 

中山 武夫 会員 英子様 

川口 禮敬会員 喜久江様 

貝田 充 会員 節子様 

 

 

会 員 卓 話 朝倉 和信会員 

 こんにちは。今回卓話ということで僭越ですが自己紹

介を致します。 

朝倉和信です。平成 29年 6月に入会しました。 

きっかけは会員の渡邉さん・志村さん・冨岡さんに入

会しろと言われ入会しました。皆さんそれぞれお世話に

なっている方なので、断れませんでした。 

また、私の大先輩で大正大学カヌー部の OB会会長  

部長先生だった天台宗の大阿闍梨 葉上照澄さん千日

回峰行者に学生時代時々お会いしました。葉上先生は役

が来たら何でも受けろと言われまして、すぐ受ける習慣

ができまして、バカだからみんな受けて大分困りまし

た。先生が言うにはそれなりに人を見て話をもって来る

のだから、断ってはいけない失礼だというのですが、葉

上先生なら通用することだと思いました。 

本題に入ります。私は昭和 27年 8月 5日生、東京の大

田区蒲田で生まれました。父の仕事の関係でその後、国

立・横須賀・三浦と移り実家は今、千葉の金谷に兄がい

ます。ですから私はお寺の生まれでも育ちでもなく、妻

もそうでして仏縁があって、今住職をしています。大学

に入るまでは全く考えてもいませんでした。 

高校の担当の先生が男だったら推薦入学に入るなと教

えを受け、その気になって試験を受けたところ、ことご

とく落ちてしまい大正大学に入学しましてそれも仏教学

部に決めました。 

何か興味がありまして、入学してふらふらしていたら

応援団につかまり、断ると大学に来れなくするぞと脅か

され、応援団に入らないならその身体がもったいない。

空手部かカヌー部に入れと言われ、両方とも大変厳しい

部でその点 

応援団は昼間だけだから楽しいぞと言われましたが、ヤ

クザみたいな人ばかり。自分には合いそうにないのでと

カヌー部の人に話をしたら、それなら 1ヶ月ぐらい入っ

て辞めればと言われてカヌー部に入って、こんなに長く

カヌーに関わるとは思いませんでした。 

オリンピックの選手もいるクラブだから大変厳しいの

かと思ったら、全然違って同級生も先輩達も優しく、使

い走りもあまりなく、しごきもなく、練習もあまりきつ

くなく、その人に合わせてしていましたので、とても楽

しくアットホーム的でした。 

その当時 1～4年生で 11人しかいませんでした。 

その中で 2人オリンピック（ミュウヘン）に行くので OB

で２人合計 4人が行きました。一流のところは違うなと

感心しましたが、自分は懸垂も一回も出来ず、走るもの

遅く何の取り柄もなく続けていました。先輩がマンツー

マンで教えてくれ、3年になった時は自分でも信じられな

いぐらい体力がつき、船も早くなりました。 

ペア２人乗りでは全日本インカレと全日本でも優勝し、

シングルでもインカレで 1位、全日本でも入賞し、卒業す

るころにはオリンピックの話もあり、ペアを組んでいた同

級生の父が日本カヌー連盟のボスの独裁者で、今のボクシ

ングの山根会長みたいな人でした。俺の息子とオリンピッ

クに出ろと言われ、出してやるからと言われました。私は、



はっきりいいですと断り、コーチに話しました。褒めても

らえるかと思っていたら、このバカヤローと叱られました。

その後、世界選手権に日本代表として行きました。（ドイ

ツ・ルーマニア・ユーゴスラビア） 

いつまでもやってられないので、監督の友人で大学の先

生のお寺に入って（後に浄土宗大本山鎌倉光明寺の住職）

3 年後にコーチの寺（世田谷の大吉寺 住職が寺内大吉さ

んで直木賞をとった方で、後に浄土宗務総長、大本山増上

寺住職）のところで 10年いました。 

34 歳で今の正受院に入りまして、33 年経ちました。 

カヌー部の方もこの間、コーチ・事務局・監督と務め去年

の夏に監督も辞めました。 

現在に至ります。 

 

 

被選理事会 

2019年 2月 12日（火） 

ホテル・精養軒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


