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遠藤悦弘会長

①金子ガバナーより、９月１２日のガバナー公式訪問の
御礼のお手紙を頂きました。受付に貼り出していますの
で、ご覧下さい。
②地区より「RLI（ロータリーリーダーシップ研究会）
パートⅡ開催のご案内」をいただきました。
日程は10月14日（日）。受付に貼り出し致しますのでご
覧下さい。参加希望の方は、事務局までご連絡くださ
い。締切は10月5日です。なおパートⅢは11月25日
（日）に開催予定です。
③9/11に第１グループの会長幹事会に、私と猪狩幹事と
で出席致しました。

卓話者の紹介

遠藤悦弘会長

工藤和弘会員

来訪ロータリアン紹介
川崎RC 大野 弘様

八尋匡彦親睦委員

幹事報告

猪狩佳亮幹事

①回覧 他クラブ例会変更
10月17日 職場訪問・夜の懇親会
11月7日 クラブコンペ 出欠

出欠

②事務局から9月19日に、10月の例会変更のお知らせ、
10月の例会日と内容、という文書を全会員宛に配信して
います。
川崎大師ロータリークラブ
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スマイルレポート（ニコニコボックス）林

鶴副会長

次週10月3日の例会は、会場がサンピアン川崎に変更に
なります。同日開催の定例理事会も、サンピアン川崎で
行います。お間違えないようにお願いします。
10月10日、および31日の例会は休会です。
10月17日は職場訪問になります。
③横浜東ローターアクトクラブより、１０月第１例会の
ご案内が届きました。
10月3日（水）20：00～21：30 ホテルキャメロットジ
ャパンにて開催。プログラムは、「災害と支援について
考えよう」とのことです。参加希望の方は、9月28日ま
でに事務局宛にお知らせ下さい。
④10月の国際ーロータリー為替レート
9月と変更なし

出席報告
対象者 出

席 欠

席
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前々回の修正 メークアップ 5 名 修正出席率
メイクアップ
野澤隆幸会員、鈴木昇二会員、水口
船木幸雄会員、八尋匡彦会員

寺尾 巌会員
長い間欠席しますが、どうぞ宜しくお願いします。

1ドル＝112円

伊藤佳子出席委員長
会員数

松井昭三会員
59年前のイセワン台風の日に妻をもらいに千葉に出かけ
帰りは市川の駅で一晩過ごしました。
二人共20才の事でした。

80.49 ％

猪狩佳亮会員
(1)川崎大師ロータリークラブ、2200回おめでとう！
3000回に向けて、みんなでエンジョイしましょう。
(2)工藤会員、卓話楽しみにしています。
遠藤悦弘会長
ガバナー公式訪問も無事に終りホッとしております。皆
様ご協力ありがとうございました。
本日は通算2200回の例会です。皆様と一緒にクラブライ
フをエンジョイしましょう。

衛会員
本日のニコニコのテーマ
「本日は記念すべき通算第2200回の例会です。
伝統を継承しながら、新たな時代へ全員で
クラブライフをエンジョイしましょう。」
星野祐治会員、牛山裕子会員、出井宏樹会員
林
鶴会員、工藤和弘会員、鈴木幹久会員
鈴木昇二会員、伊藤佳子会員、布川 浩会員
合計24,200円
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委員会報告
・会員増強委員会 横山俊夫委員長
入会候補者表の提出をお願い致します。

・エイジングプログラム委員会 鈴木幹久委員長
本日第2回エイジング委員会を開催します。場所は大沼
で5：30開催です。ご注意ください。

2018-19年度 国際ロータリー第2590地区

＊＊＊第3回クラブ協議会＊＊＊
次々年度会長選出方法諮問 遠藤悦弘会長
クラブ細則より
第1条
①第1節
(a)会長は会員に対して、役員を選挙する会合すなわち
12月の第１例会に開催される年次総会の
2ヶ月以上前の例会において、次に掲げる役員・理事を
指名することを求めなければならない。
役員
次々年度 会長 １名
次年度
副会長 ２名
幹事・会計・会場監督 各1名
理事 ５名
(b)指名方法は、出席全会員の選挙又は指名委員会のい
ずれか一方又は双方による。
(c)指名委員会の場合は、過半数の投票を獲得すること
により当選する。
(d)選挙された次々年度会長は、会長ノミニーとなるも
のとし、その選挙の後の次の7月1日に始まる年度に、会
長エレクトの役職にて理事会のメンバーを務め、理事会
メンバーを務めた年度直後の7月１日に会長に就任する
ものとする。
第5節
指名委員会は、会長、幹事、会長エレクトおよび直前よ
り順次６名の元会長を含む9名によって構成され、委員
長は委員の中で、会長就任年次の最も古い委員が当たる
ものとする。ただし、幹事及び会長エレクトは議決権を
有しない。よって、議決権を有するものは７名である。
指名委員会によるか、選挙によるか、両方によってやる
かということをお諮りしたいと思います。
例年は指名委員会を立ち上げお願いしているのが恒例と
なっています。
恒例に従って指名委員会による選出ということでよろし
いでしょうか？
拍手多数により指名委員会にり次々年度の会長の選出を
お願いします。

・ローターアクト委員会 布川 浩委員長
①9/27（木）元山幹事による「写経」を例会で行います。
19：30～東門前の事務局で登録料1000円です。
②10/2（火）遠藤会長による卓話を例会でお願いしてい
ます。19：30～東門前の事務局で登録料はありません。
尚、当日はローターアクト地区代表の公式訪問日となり
ます。

指名委員会
指名委員

指名委員長

岩井茂次会員
牛山裕子会員
竹中裕彦会員
鈴木昇二会員
横山俊夫会員
渡辺冨士夫会員

クラブ協議会終了
川崎大師ロータリークラブ
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遠藤悦弘会長

工藤和弘会員

卓話

工藤和弘会員

「自己紹介」
前回の例会の際に猪狩幹事より、15分話してくださいと
突然依頼されました。
川崎大師ロータリークラブにお世話になってから、頼ま
れたら断らないのがロータリアンの精神だと何度も聞か
され、教えられておりますので、引き受けてしまいまし
た。お世話になってからまだ4ヶ月目でございますが、
こうして皆さまの前でお話するのはロータリーの友精読
に次いで早くも２回目です。つたない話で退屈するかも
しれませんがよろしくお願い致します。
１．育った町、川崎大師
私は横浜市鶴見区生麦で生まれ、3歳のころ、この大師
地区に引っ越してきました。
結婚するまで30年間、自分を育ててくれた町です。結婚
して21年になりますが、20年ぶりに恩返しのために戻っ
てきたという感じがしています。3年前に父親は亡くな
りましたが、父親がいすゞ自動車に勤務していた関係で
小学校5年生までは社宅のあった昭和2丁目に、その後大
師町に高校１年生までおり、台町に引っ越して結婚する
まで住んでいました。
それから両親と弟は引っ越しをしましたが、今でも母親
と弟は同じ台町に住んでいます。しかし、実家の近くの
支店に戻ってきた割には意外と実家には行かなくなるの
で不思議です。そんなわけで、私は大師小学校、南大師
中学校を卒業しています。
川崎信用金庫はつい数年前までは、自分の実家がある支
店には配属されませんでした。それは自分も人事教育部
におりましたが、やりづらいということも配慮してのこ
とだと思います。ですから、実際に大師支店になるとは
思ってもいませんでしたのでびっくりしました。
しかし子どもの頃、仲が良かった友人ももう住んでおら
ず、一緒に成人式に行った女の子の家もなく、20年前と
は町の風景も大きく変わり、これもまたビックリしたと
いう印象です。
大師町に住んでいた小学校高学年と中学生の頃は大師町
内会の野球チームにいたので、最近になってやっと８月
に行われた連合渡御のお祭りの時には40年ぶりにその野
球メンバーに会うことができました。懐かしかったです。
９月16日には信徒会館の2階で大師町敬老祝賀会が行わ
れ、出席してきましたが、小学校の同級生の親御さんに
お会いしまして、昔の記憶が蘇ってきました。
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２.川崎信用金庫に入庫するまで
その後、新城高校、１年間浪人して中央大学に入学しま
した。
新城高校にはギリギリで入学。塾や学校の先生からは滑
り止めに２、３校受けておきなさいと言われていました
が、結果は欠員も出て、全員合格。なんとなくツキがあ
ったようです。
高校では卓球部に所属しておりました。この頃はインベ
ーダーゲームがはやっている時期で、部活がない日はゲ
ームセンターによく行っていた記憶があります。
大学生活を経て、川崎信用金庫に入庫しましたが、大学
時代もまだ自分が何をやりたいのか、どんな仕事をした
いのか見つからずに漠然と就職活動をしておりました。
大学のゼミでは地域経済の勉強をしていましたが、とり
あえずは公務員試験を受けましたが不合格で、その後に
あわてて活動を開始したので、まわりの仲間よりも遅く
スタートしました。自慢できる就職活動ではなく、テレ
ビのコマーシャルでやっている上場企業ばかり訪問して
面接を受けていました。
大学の就職課に行ったら、中大出身の人事部長の川崎信
用金庫はまだ中大生を採用するかもしれないから受けて
みなさいと言われて、面接に行ったところ、それが最終
選考グループで、昔は解禁日と言われた10月1日の前日
にかわしんからの内定をもらい、ようやく夏から続いた
就職活動にピリオドが打てました。自分と一緒に入庫し
た同期は16名で今でもかわしんで勤務しているのは9名
です。
３．かわしん生活のスタート
昭和61年に川崎信用金庫に入庫し、最初は鹿島田支店に
配属になりました。融資係を5年間担当しました。
その当時はバブル絶頂期にさしかかる時期で、川崎信用
金庫も預金量が１兆円になった頃です。一方法人の資金
需要が活発で融資の仕事も忙しく、上司と２人で23時頃
まで仕事して、それから一緒に食事をして帰る日もあり
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ました。
２店舗目では綱島支店の渉外係で川崎と横浜の境の高田
町を中心に港北ニュータウンまでお客様を訪問していま
した。この支店でもいろいろな思い出がありました。ま
ずは先ほども申し上げたバブルですが、お取引がないお
客様から地区担当に来てもらいたいという電話で訪問す
ると現金の束が積まれており、定期にしてほしいとのこ
とです。当時の定期預金のお利息は６％以上でした。１
年間の自分の定期の目標が１ヶ月で終ってしまうような
時代でした。
綱島支店は横浜でアウェー感はありましたが、何とか無
事に過ごさせていただいたということです。綱島支店は
２年10ヶ月で異動になりました。
平間支店で3年間支店長代理、その後幸警察署近くの御
幸支店で融資役席を２年半やり、人事教育部で７年過ご
させていただきました。
人事では人事異動関係、給与や厚生、採用、人事制度を
担当させて頂きその後再び支店勤務になり、10年ぶりに
平間支店に戻り支店長となって戻ってきたことを喜んで
くれました。
平間支店では3年、向ヶ丘支店、その後人事副部長、登
戸、武蔵小杉で今の大師ということで5店舗、9年半支店
長をやらせていただいているところです。

謝辞

遠藤悦弘会長

４．家族について
妻は２店舗目の綱島支店の時に新入職員で入ってきまし
た。先日も誕生日の時にお花を贈って頂きすごく良いロ
ータリーだなと感激していました。11歳年下ですが当初
は結婚すると思っていませんでしたが、縁があり綱島支
店から平間支店に異動してから交際がはじまり、１年で
結婚したという感じです。
当時は連絡するには自宅に連絡するしかなく今のように
携帯がないので、付き合って半年くらいでPHSがでてこ
んなに便利なもので話ができるんだなと、それまでは家
に掛けるのが本当に大変だったなという時代です。
子どもは１人。大学一年で今学生生活を楽しんでいます。
子どもとはなかなか会話がないです。
いつ父親として感謝してくれるかなと思いながら生活し
ている次第です。
趣味は川崎フロンターレのサポーターを10年以上続けて
います。等々力の他、アウェイでいろいろな街に行くの
が楽しみです。

花言葉：「永遠にあなたのもの」

３歳から大師ということでもうちゃきちゃきの大師っ子
と言って良いんではないかと思います。
また工藤さんは来られたばかりなので、当分このクラブ
に在籍されるのではないかなと思いますので
これからもどうぞよろしくお願いします。
本日はありがとうございました。

●閉会宣言並びに点鐘

遠藤悦弘会長

２０１８年９月２６日

本日のお花

花名：ホトトギス
誰もが一度は名前を聞いたことがあるのではないでしょ
うか。日本国有の花で、夏から秋にかけて斑点模様の花
を咲かせます。
鳥類のホトトギスが「霊長」とされていたことにちなん
で、花のホトトギスもまた格調高い花で、古くからいけ
ばなに用いられてきました。

日時：平成３０年１０月１０日㈬は
定款細則に基づく祝日週

休会 です。
日時：平成３０年１０月１７日㈬は
職場訪問移動例会
職場訪問：JFE東日本製鉄所
移動例会（懇親会）：「アルバトロス」
クラブ
会 報
委員会

川崎大師ロータリークラブ

布川

浩／秦

琢ニ／船山

佳則／森田

尊久
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