
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2019-20年度 地区方針】原点を忘れずに挑戦 ～入りて学び、出でて奉仕せよを実践しよう～                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

    例 会 報 告     

 開会点鐘  萩原 ひとみ会長  

 司  会  叶野 聡会場監督 

 合  唱  「それでこそロータリー」 

 お客様紹介  栗原 茂昭親睦活動委員 

松波 登様  川崎北ロータリークラブ パスト会長 

今後のプログラム予定 

 12月・1月 プログラム名 

       12月 31日  休 会 

第一例会  1月 7日 
新春初例会  獅子舞 

会員お祝い 

出 席 報 告 中山 武夫出席委員長 

会員数 
出席

数 

欠席

数 
出席率 前々回訂正出席率 

42名 33名 

9名 

対象外 

（4） 

86.84％ 

欠 6名 

対象外 

（4） 

MU0名 97.74% 

【本日の欠席者】 貝田 充 会員   小林 敏伸会員 

柾木 國義会員  松井 孝至会員  三木 治一会員 

長谷川俊雄会員  鹿島 義久会員  津田 篤志会員 

渡邉 新治会員 

ニコニココーナー 朝倉和信副会場監督 

 松波 登様：本日、よろしくお願いいたします。 

 萩原 ひとみ会長：先日は家族会ありがとうございま

した。あんなに子供達が活躍した家族会

は初めてで嬉しかったです。本日は松波

様卓話よろしくお願いいたします。 

 長谷山 尚城幹事：川崎北 RC松波様、本日は卓話よ

ろしくお願いします。 

 伊藤 文治会員：本日はご多忙の中、松波様には卓

話を頂きありがとうございます。 

 川口 禮敬会員：松波登様卓話ありがとうございます。

楽しみに拝聴させて頂きます。 

白井 正男会員：先日の年忘れ家族会、会員の皆様

大変お世話になりました。 

小島 徹会員：松波様、本日はお忙しい中卓話ありが

とうございます。 

細山 勝三郎会員：松波登様、本日は卓話ご苦労様

です。ありがとうございます。 

内藤 幸彦会員：川崎北 RC松波様いつも精力的に

ご活躍頂きましてご苦労様です。ヴァヌア

ツにはロータリークラブがあるのでしょう

か？ 

小丸 日出夫会員：先週の家族会は楽しく開催できま

した。萩原会長・親睦委員・SAA・事務局

のご協力に感謝致します。川崎北 RCの

松波様、本日の卓話がとても楽しみです。 

冨岡 昭一会員：松波登様（川崎北 RC）本日卓話よ

ろしくお願いします。 

井上 裕司会員：先般の家族会には、お世話になり

ました。なんと会長賞が当たりました。萩

原会長ありがとうございました。 

会   長   萩原 ひとみ 

副 会 長  上原  伸一 
幹   事   長谷山 尚城 
S  A  A   叶野 聡 
会報委員長  原  敏之 

2019～2020 

第 2259 回例会 

2019 年 12月 17日 

 

 

例会日 毎週火曜日 12時 30分点鐘  
例会場 川崎市中原区小杉町 3-10 
      ホテル精養軒 
      TEL(044)711-8855 
事務所 川崎市中原区小杉町 3-428 
      山協ビル 402号

TEL(044)722-4331 
FAX(044)722-6334 

 E-mail：k-naka@galaxy.ocn.ne.jp 
URL:https://www.kawanaka-rc.
com 

 

 

 

 
RI会長 マーク･ダニエル・マローニー 
第 2590地区ガバナー     轟 淳次 
           DECEMBER.24 2020 

 
       川崎中ロータリークラブ会報                

KAWASAKI NAKA ROTARYCLUB／FOUNDED 1972.7.15  

 

mailto:k-naka@galaxy.ocn.ne.jp
https://www.kawanaka-rc.com/
https://www.kawanaka-rc.com/


小島 満会員：松波様、卓話ありがとうございます。

楽しみにしています。 

 

合計  13件 27,    14,000円 

累計 339件    450,000円 

会 長 報 告 萩原 ひとみ会長 

 

1.地区より2022-23年度ガバナーノミニー候補者推薦 

 依頼についてのお知らせが届いております。 

＜推薦にあたり＞ 

〇推薦は、候補者を推薦するクラ 

 ブの例会で採択された決議という形式で、文書によ 

 り提出すること。提出の際、この決議がクラブ幹事 

 によって正式に証明されたことを示すため、クラブ 

 幹事の署名入りで提出すること 

 〇クラブは、自クラブに所属する会員 1名だけガバ 

   ナーノミニーに推薦できる。 

2.中原区消防関係 6団体事務局より令和 2年中原区 

  消防関係 6団体賀詞交歓会のご案内が届いてお 

  ります。日 時：1月 12日（日） 12：00～  

  場 所：会館とどろき「2階けやき」 

3.一般財団法人 川崎青年会議所より 2020年度「新 

 年のつどい」のご案内が届いております。日 時：1 

 月 15日（水） 場 所：川崎フロンティアビル 2F 

4. 中原区民祭実行委員会より第 41回なかはら 

 “ゆめ” 区民祭賛助金の取扱いについてのお知ら 

 せが届いております。〇台風 19号の被害状況を鑑 

 み中止となった区民祭の賛助金は来年に充当いた 

 します。詳細は回覧いたします。 

5.地区より 2020-21年度地区委員候補者 ご推薦依 

  頼についてのお願いが届いております。〇次年度 

  の地区組織を検討するにあたり、クラブより 1～2 

  名の推薦をして頂きたい。 

6.地区より 2020-21年度 地区委員長の委嘱のお知 

  らせが届いております。【敬称略】 

 〇クラブ奉仕委員会 委員長 小丸 日出夫 

幹 事 報 告 長谷山 尚城幹事 

1.例会変更 

 川崎麻生  12月 20日（金）夜間移動例会（クリス 

         マス家族会） 点鐘 18：00 

         18：30 クリスマス家族会 

         12月 27日（金）休会 

川崎      12月 26日（木）→12/22（火） 

       年忘れ家族会 横浜崎陽軒 

メークアップデスク：川崎日航ホテル 7F  

        12：00～12：30 

         1月 2日（木）  休会 

           1月 30日（木） 休会 

  新川崎    12月 25日（水） 休会 

           1月 2日（水）  休会 

  川崎マリーン 12月 19日（木） 夜間移動例会  

               クリスマス家族会 点鐘 18：00 

               クラシカベイリゾート 

           12月 26日（木） 休会 

  横浜日吉   12月 18日（水） 休会 

           12月 25日（水） 休会 

           1月 1日（水）   休会 

  川崎大師   12月 18日（水） 年忘れ家族会 

           点鐘 18：00 

      横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 4F清流 

           12月 25日（水） 休会 

           1月 1日（水）  休会 

  川崎西北   12月 26日（木） 休会 

           1月 2日（木）  休会 

  横浜あざみ  12月 18日（水） 夜間例会 

         点鐘18：00 あざみローンテニスクラブ1F 

            レストラン カフェ・ド・ローランギャロ 

          1月 1日（水）   休会 

          1月29日（水）  夜間例会 点鐘18：00 

          あざみローンテニスクラブ 1F 

          レストラン カフェ・ド・ローランギャロ 

   2.会報受理    新川崎 RC  回覧いたします。 

   3.次週 12/24はクリスマス夜間例会です。 

ホテル精養軒 点鐘 17：30 

 

卓  話 松波 登様 

川崎北ロータリクラブパスト会長兼国際奉仕委員 



「プロフィール」 

1948年１０月 誕生（７１歳） 

1971年 ３月 東海大学工学部動力機械科卒業 

1971年 ４月 ㈱東都三菱自動車販売入社 

1972年１２月 ㈱東都三菱自動車販売退社 

1973年 １月 東科精機製作所入社  

1973年     トヨタ自動車・ラリードライバー契約 

全日本３位 

1975年 １月 WRC・RMC(モンテカルロラリー・参戦) 

1979年 ９月 父逝去 ㈱東科精機代表取締役就任 

1985年 ６月 WRC・NZR(ニュージーランドラリー・参戦) 

1986年 ６月 WRC・NZR(ニュージーランドラリー・参

戦 クラス４位) 

1988年 ３月 ㈱サムロジャパン 設立（現・㈱日本ヴ

ューテック）代表取締役 

1998年 １月 川崎北ロータリークラブ入会 

2001年 2月  ロータリークラブで ヴァヌアツ共和国

への国際医療奉仕開始 

2005年１１月  かながわビジネスオーディション 

【横浜エンジェルズ・フォーラム賞】受賞 

2006年 ２月 かわさき企業家オーディション  

 【企業家大賞】受賞 

2008年１０月 ㈱日本エレクトライク設立代表取締役 

 

【ヴァヌアツ共和国への国際奉仕】 

 

ヴァヌアツ共和国への国際奉仕は 2000～2001

年度から始まりました。 

私が入会３年目に、国際奉仕委員長を仰せつか

りました。その年度会長の戸川さんに、何をしたら

いいのか？と尋ねると、予算が４０万円あるから何

に使っても良いと言われました。私の知人にウクラ

イナへ、国際医療奉仕を続けている先生が居まし

た。相談すると、その金額だとウクライナでは喜ん

で頂けないだろう、もっと喜んで頂ける国が良いだ

ろうと、東京女子医大の金子明先生をご紹介頂き

ました。 

金子先生は南太平洋の国々に、マラリア撲滅の

ための国際医療奉仕をされていました。予算を提

示すると先生は、ヴァヌアツ共和国では未だマラリ

アに感染して亡くなる子供が多い、電子顕微鏡を

贈り、マラリアの早期発見に努めて欲しいと提案頂

きました。 

川崎北ロータリークラブ国際医療奉仕団を結成

し、ヴァヌアツ共和国への訪問が決まりました。 

国際経験豊かな谷口さんに奉仕団長を務めて頂き、

会員と家族約２０名が参加しました。 

2001年3月ヴァヌアツ共和国のポートヴィラ中央

国立病院で、マイクロスコープの贈呈式が行われ

ました。エアコンが故障している古い図書室で暑い

中、汗だくで行われました。 

ヴァヌアツからは厚生省次官、病院長と関係者、

ポートビラロータリークラブの会長も出席しました。 

谷口団長から川崎北と川崎中原ロータリークラ

ブから、マラリア撲滅に有効なマイクロスコープが

寄贈され、厚生省次官や病院関係者から感謝の

言葉を頂きました。 

贈呈式の後はゴルフを楽しんだり、観光したりし

ました。夜は地元ロータリークラブのメンバーと、中

華料理屋で懇親会が行われ、戸川会長がバナー

交換をしました。 

第２回（2004年）電子顕微鏡・発電機 

第３回（2006年）マイクロスコープ３台・川崎北ロ

ータリークラブのプレート 

第４回（2008年）医療機器や川崎中原ロータリー

クラブからベットシーツ等 

（2009年）血液分析装置  

 （2010年）川崎北ロータリークラブ５０周年記念式 

典に、ヴァヌアツ関係者を３名ご招待。 

式典後、関東労災病院・中原警察署・中原消防

署視察や、観光案内をしました。 



中原消防署では救急車に見とれていました。 

欲しいのかと尋ねると、勿論との返事、ヴァヌアツ

では、病人をライトバンで運送しているとの事。 

山口所長に、使用済みの救急車を頂けないかと

相談しました。可能性がありますと言われ、そこか

らヴァヌアツ共和国へ救急車贈呈プログラムがス

タートしました。 

ヴァヌアツ共和国から救急車譲与願いが届き、

川崎市から救急車を譲与頂きました。早速近くのト

ヨペットで車両整備、タイヤ・バッテリー交換がされ

ました。 

川崎中・川崎とどろき・川崎中原・高津南等近隣

のータリークラブからの協賛を頂きました。車両整

備やステッカー作成に約８０万円、ヴァヌアツへの

運送費９０万円が掛かりました。 

第５回（2012年）ヴァヌアツ共和国のポートヴィラ

中央国立病院へ救急車を寄贈しました。 

ロータリーのステッカーの両側にヴァヌアツ共和

国と日本の国旗、協賛クラブ名、川崎市消防局名

入りの救急車が、赤色灯を点けサイレンを鳴らし走

り始めました。日本の観光客は驚くと思います。 

（2016年）２台目の救急車を、エファテ島から北

に位置するエスプリッツ・サント島に寄贈しました。 

第６回目の国際奉仕団を結成し、ポートヴィラ中

央国立病院を訪問しました。 

何と日本の ODAで、病院が建て替えられ、素晴

らしい病院になっていました。検査室には今迄寄

贈した機器にはロータリークラブのステッカーが貼

られ、大切に使用されていました。 

今迄の贈呈式は、ヴァヌアツのマスコミ（新聞・テ

レビ）にも載りました。救急車は高価な機材の為、

川崎市から贈与頂かないと出来ない国際奉仕で

す。 

川崎市は私個人には、贈与されません。 

ロータリークラブだからこそ贈与頂けるのです。 

発展途上国では、高価な救急車は購入できませ

ん。それを我々ロータリークラブの少ない予算で

救急車を贈れるのです。ロータリークラブでなけ

ればできません。 

今年川崎市から３台目の救急車を贈与頂きま

した。この車両は南アフリカ・ナビミア共和国に、

贈られる予定です。送料は１００万円程掛かると

思います。日本の ODAで、国から運送費が出し

て頂ける事も分かりました。 

新車だと３０００万円もする日本の救急車が、

川崎市から無料で頂き、整備費用約８０万円だ

けで、発展途上国の患者皆さんの命を救うのに

役にたつ、こんなコストパーフォマンスの素晴ら

しい国際奉仕は無いと思います。 

今迄ご協力頂いた、川崎中ロータリークラブと

近隣のクラブの皆様に感謝いたします。 

これからも近隣のクラブと、このプロジェクトを

続けたいと考えております。 

これからも宜しくお願い致します。 

 

 

本日の食事  

 


