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気骨の人 逝く

2017 年 3 月 2 日

2017 年 2 月 10 日（享年 88 歳）

市川 浩君を偲んで
永年にわたり逗子ロータリークラブに多大な貢献をされた市川浩会員がご逝去されました。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
生前の故人のお人柄に想いを馳せた、会員の皆様からの言葉をここに謹んで掲載させていただきます。

鈴木

久彌

口には出さないが、やるべきことは全て、特にクラブの記録をやってくれた。黒子に
徹した人。これからは市川会員のような方は出てこないでしょう。
鈴木

安之

奥様を先に亡くされ、やはり寂しさが有ったのでしょうね、後追いされてしまいまし
たね。菊池正治さん、山本淳正さんが先に行ってあなたを待っており、懐かしい楽し
い場をお作りになることでしょう。ご冥福をお祈り致します。
毛利

青年時代

武信

黙々と淡々とひたむきにロータリー生活を生き抜いた……こんな感想が頭をよぎり
ます。これは私一人ではないでしょう。入会以来 45 年間黙々とロータリーの真髄を
歩かれた市川さんに心から敬意を表します。ありがとうございました。
福嶋

謙之輔

市川さんが 1973 年入会、私が 79 年に入会以来 41 年間のお付き合いでした。ロ
ータリー活動を通じて様々なお付き合いをさせて頂きました。市川さんはロータリア
ンの見本のような人でした。様々な活動を通じてクラブのため、ロータリーのため有
意義な仕事を、自分の仕事を差し置いて永年にわたり活躍され、誠に立派なロータリ
アンでした。呼吸が乱れる中、一生懸命会計報告をする姿が目に浮かびます。市川さ
んと言えば、なんと言っても麗子夫人無くしては語れません。ご夫婦でお酒が好きで強く、お
酒にまつわるエピソードは多く有ります。永い期間奥様の看病を続けられたのに、早々に奥さ
んに呼ばれて天国に行ってしまった。「REIKO」「ICHIKAWA-HOUSE-AGENT」市川さ

んの事務所の看板です。サヨーナラ市川さん！
橘

いつもでも忘れない。

武

４５年間･100％出席

22 年間の会計事務を続けて逗子ＲＣの発展に大いに尽くさ

れた会員・市川浩さんが 10 日、死去された。金融や会計方面の職業ではなく職業分
類は不動産業・しかしパソコンに精通しエクセルを操った。その会計報告や提出され
る書類は見やすく・読みやすかった。几帳面な性格が紙面を物語る。12 月の理事会
報告が最後のお仕事になった。逗子ＲＣにとっては大きな痛手。どうか木曜日は忘れ
て、ごゆっくりとお休みください。そしてありがとうございました。
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矢部

光治

私にとって市川さんは簡単に言い尽くせない思い出が多い。私が幹事を務める時は、
市川さん宅に伺い、ロータリーのいろはを教えてもらった。ロータリーは人とお金（予
算）をよく見ろと言われた。私が会長を引き受ける時は朝 8 時に伺い予算や役務の
相談に乗ってもらった。市川会長の時は私が青少年奉仕委員長、蘆花公園に神奈川県
の花・山百合 1500 株を植栽した思い出。市川さんは分区代理（現 AG）を務め、
地区の予算管理を持ち前のパソコン能力で改革したり、私が米山奨学生ロアン・ビン
タン（ベトナム）のカウンセラーの時も愛甲石田のアマダの会場で引き合わせてくれ

山本淳正ガバナーと
地区副幹事の頃

た。逗子 RC の知恵袋を失い、全会員で市川さんの思い出を継続していかなければい
けない。ありがとう。謹んでご冥福をお祈り致します。合掌。
村田

典昭

私が 35 年もｸﾗﾌﾞに在籍出来たのは市川先輩と山本淳正先輩の硬軟のご指導の賜で
す。特に入会 5 年位では市川先輩の指導が大きかったと思う。感謝です。今頃は虹
の橋を渡っている頃かも。供養はいらない？
矢部

あなたの育てた後輩がいますから。

房男

故市川浩会員は、常に逗子 RC の運営に熱心であられ、特に昨年暮れの RC 忘年会に
は病を押して僅かの時間でありましたが、例会に出席された姿勢にロータリーライフ
を全うする強い意志というものを改めて感じております。故市川浩会員のように逗子
RC を語れる数少ない会員を失うことは只々残念の極みでありますが、この上は安ら
かなるご冥福をお祈り申し上げます。
湊屋

孝之

私が RC に入会して 30 年になります。その頃の市川さんは、非常にお元気で夜間例
会後は、飲み屋さんによく行かれていましたので、私も時々同席させて頂きました。
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面倒見の良い人でしたので飲みながらロータリーの事を色々と教えて頂きよかった
です。パソコンを駆使する人で長く会計をされ逗子 RC の健全な会の運営に努力して
くれました。亡くなられて非常に寂しいです。ご冥福をお祈り致します。
橘

克巳

逗子 RC 発足以来、ロータリアンを全うする事 45 年。本当にお疲れ様でした。心よ
りご冥福をお祈り致します。
松井

一郎

市川さんには、色々とご指導を賜り、私も会長職をつとめる事ができました。私は IT
やパソコンは苦手ですが、市川さんはお年にめげず勉強熱心で、IT に精通し、例会
では自慢のカメラを片手に写真を撮り、ロータリークラブにとって無くてはならない
存在でした。真剣にロータリーに取り組み、常にクラブ思いでした。市川さんのロー
タリークラブに対する温かい情熱と思いを受け継ぎ、逗子ロータリークラブの伝統を
守って行きたいと思います。市川さんどうぞ、安らかにお眠り下さい。
三宅

譲

ニコっとした顔でカメラを手に私たち会員を満遍なく写していたお姿が忘れられま
せん。今はその時の笑顔を大事に脳裏に焼き付けるばかりです。有難うございました。
臼井

浩

「会計は俺にまかせろ」「写真は俺が撮る」私がクラブに入会する以前から本年に至
る長期間逗子 RC の金庫番として活躍され、お蔭様でクラブの会計は順調です。また、
例会、集会に於いては、常に最新のカメラで、様々な角度から撮影頂き、その映像は、
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クラブの貴重な宝です。大先輩として数多くのご指導を頂き有難うございました。
菊池

尚

市川浩会員とは、二代に渡るご縁で、入会当初から何かとお世話になり、クラブ
会計の時にご指導いただいたことが良い思い出です。55 周年に会長が出来るの
も、市川会員に背中を押していただいたおかげです。これからは、空の上からク
ラブを見守って下さい。どうぞ安らかに。
山科

誠

急な訃報でショックを受けております。心からご冥福をお祈り申し上げます。で
も天国で奥様とすぐお会いできたと思いますので、それほど悲しむことではない
かもしれませんね。生前は大変お世話になり有難うございました。
石田

隆

市川さんの突然の訃報に接し、ただ寂しいという言葉しかありません。
会計であった市川さんには、いつも無理を快く受けてくださって、感謝しかあり

逗子駅頭で麻薬撲滅
キャンペーン

ません。また、逗子 RC をこよなく愛し、ロータリアンを貫いた市川さんは、私
達の鏡です。永年有難うございました。
藤吉

一哉

私の自宅のお隣の家は市川さんと言います。大分昔から住まわれていました。私
は幼少の為覚えていませんが、その方に可愛がって頂いたようです。縁を感じま
す。市川会員は会計担当としていつも若手の事を考えていてくれました。ロータ
リーが大好きな市川さんに感謝。
山本

三津子

さみしくて、悲しくて涙がでてきてしまいます。ロータリーが大好きで、父淳正
といつもロータリーの話をしている姿が忘れられません。優しくて、はにかむ笑
顔や、お酒を飲んで少しいたずらっこのような市川さん。私のためにも長生きし
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てねって言ったのに。親睦のタスキをかけて、空の上で見守って下さいね。感謝。
山本

由夫

市川さんの突然の訃報を受け今でも信じられません。わたしがロータリーに入会
して１１年間、色々とお世話になりました。思い出しますと、会員親睦旅行の数々
の思い出や、韓国の新天安ロータリークラブへの表敬訪問等いつも大変お世話に
なりました。謹んで御冥福をお祈り申し上げます。私が市川さんの所へ行く時に
はくれぐれもよろしくお願いいたします。一応さようなら！！
村松

邦彦

ひょうひょうとした英国紳士の風貌、美しいカメラマン姿、会計の厳しさ、物事
への見識ある言葉、思い出は尽きません。まさに巨星墜つ、です。諸々教えてい
ただき感謝しております。安らかにお眠りください。
川上

敦

いつも淡々と物事をされていた市川会員の、写真を撮られる姿が本当に印象的で
した。お送り戴いた写真は貴重な記録です。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
松田

壽之

逗子ＲＣに入会して間もない私に優しく丁寧に指導をしてくださり、幹事を仰せ
つかることになったのも故市川先輩のお蔭です。ＩＴ分野にも大変詳しくいろい
ろと教えていだだきました。お身内の方が「よく怒るでしょ」、「気難しい方でし
ょ」とおっしゃっておりましたが、私には、ご生前の笑顔ばかりが思い出され胸
が痛みます。まだまだ教えていただきたい事が沢山ありましたのに、残念でなり
ません。心よりご冥福をお祈りいたします。
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私が逗子 RC に入会した頃は、ちょっと怖そうな印象がありましたが、｢ロータリ
ーの判らないことがあったら何でも聞いてくれよ｣と声をかけてくれました。実は
とてもやさしくて、一本気なご性格。写真データでは大変お世話になりました。
天国からまた素敵なカット送ってください。
桐田

吉彦

市川さんが旅立たれてから数日、思い出が走馬灯のように駆け巡っています。時
には厳しく時には優しく言葉を掛けて頂きました。私の会長年度には、有り余る
愛を注いで頂き、感謝しております。まだしばらくお傍には行かれませんが、今
後ともご指導をお願いいたします。
大野
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宏一

例会等のカメラ画像を WEB で公開！ハイテク機器やクラウドを使いこなす市川
さん素敵だな。
匂坂

祐二

市川会員とは、５年間という短いお付き合いでした。もっと色々とロータリーの
ことを教えてもらえば、と後悔しております。心からご冥福を申し上げます。
岩佐

直樹

市川会員は、旧制・逗子開成中学校の卒業生です。
「市川先輩、ありがとうござい
ました」
。
服部

城太郎

新入会や幹事だった時には、厳しくもやさしく会計の内容をご教授頂きました。
頼りになる先生でした。合掌。
森澤

義一

お話をさせていただく機会も少なかったですが、折に触れ写真をいただいたこと
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を思いだされます。ご冥福をお祈りいたします。
横山

健

まだ入会３年目の私ですが、毎回欠かさずに例会等の写真を撮っているのが今で
も容易に思い浮かびます。お陰で休んだ例会は会報で見ることが出来、市川さん
今までありがとうございました。
鈴木

弘毅

ロータリーに初めて出席した翌日、前触れなく沢山の写真を送って頂きビックリ
し、またこんなに撮って頂いていたんだ、と嬉しく思った事を覚えています、短
いお付き合いでしたが、心よりご冥福をお祈りいたします。
中根

矢部光治会員に
ロータリーの手ほどき

康夫

突然の訃報でただただ驚くばかりです。もっと教えて欲しい事が多かったので、
とても残念です。
田耕

邦子

いつも目立たないように温かい眼差しで嬉しそうにカメラを構えていたお姿が目
に浮かびます。市川様はロータリー皆勤賞だったのですね。お優しく奉仕の精神
溢れる、正にロータリーの鏡、市川様のご冥福を祈念申し上げます。
大下

智明

出席率 100％はすごい！を通り越して神様です。これぞザ・ロータリアン～♪。
在りし日のお姿を偲び心からご冥福をお祈りいたします。
清水

惠子

偉大な市川さん、事務局として一から教え育てて下さり、感謝しています。逗子
RC も時代が移りつつありますが、まだまだ私が役に立つことがあるかもしれな
い。市川さんだったらどうする？
きます。見守って下さい。

と考えて、お教えの蓄えを惜しまず出してい
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