Rotary Opens Opportunities ロータリーは機会の扉を開く

例会日：毎週水曜日 １２：３０～
例会場：大本山川崎大師平間寺 金剛閣
http://www.kawasakidaishi-rc.com/
daisi-rc.1973 @ air.ocn.ne.jp
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横山 俊夫 SAA

ます。来月から新学期になりいよいよ修士論文に取り

猪狩 佳亮 会長

掛かります。頑張ります。｣

＜それでこそロータリー＞
♪八尋 匡彦 副ソングリーダー

●ゲストの紹介

猪狩 佳亮 会長
野澤 隆幸 会員

MAYO CRYSTAL MUSIC

ソプラノ歌手

雨谷 麻世 様

小泉歯科医院

医院長

小泉 敏和 様

●会長報告
①

猪狩 佳亮 会長

9 月 15 日(火)18 時～

第 1 グループ第 2 回会長

幹事会開催の報告です。
・次年度ガバナー補佐 増田 敏雄 様(川崎マリーンＲ
渡田新町お生まれで東京芸術大学声楽科を卒業し、

Ｃ)に決定

川崎市名誉文化大使を務められるなどの経歴と現在の

・11 月 12 日 3 クラブ合同例会は中止

活動やロータリーとのつながりをご紹介頂きました。

・被災地への義援金 54 クラブ 3,996,000 円＋地区

｢大師ＲＣの皆様とは約 25 年前からお世話になってお
ります。11 月 2 日にミューザ川崎で森と子供をテーマ

1,000,000 円＝4,996,000 円
・ガバナー月信 4 月号に、｢我がクラブの○○なロータ

にした<環境チャリティ・コンサート Vol･70>を行い

リアン｣記事投稿依頼

ます。クラシック出身ですが、皆さんご存知の曲も予

②

定しております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。｣

大会開催中止のご報告｣のご連絡がありました。

米山記念奨学生

●幹事報告

江 蕾蕾 様

地区より、｢第 7 回日台ロータリー親善会議福岡
竹中 裕彦 幹事

猪狩会長より 9 月度奨学金と奨学生・学友証明書を授

①

与しました。

です。30 日は地区補助金事業を申請したボッチャにつ

｢少し涼しくなったこの時期に日本に来て 2 年になり

いての川崎市スポーツ推進委員長
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例会スケジュールの案内です。来週 23 日は休会
浦野一吉様の卓話
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です。楽しみにして下さい。コロナ禍で予想されてお
りましたが、10/14(職場訪問)、11/11(3 クラブ合同)、
12/16(年忘れ家族会)など当初計画から変更になりま
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本日のニコニコテーマ
『野澤さん、河本さん、
快心の卓話を楽しみにしております。』

すので早め早めにご案内させて頂きますが、ご了承の

遠藤 悦弘

中村 眞治

岩井 茂次

鈴木 昇二

ほどお願い致します。

伊藤 佳子

牛山 裕子

内田 省治

松井 昭三

②

近隣クラブの例会変更案内を回覧致します。いつ

星野 祐治

布川 浩

も通り、今期はメイクの際には事前に各クラブさんへ

青山 正彦

ご一報をお願い致します。
中村 眞治 出席委員長
対象者

出席

欠席

各会員

⦿奉仕活動委員会

鈴木 昇二 委員長

出席率

2273 回

42

40

24

16

60.0 %

2271 回

42

40

31

9

77.5 %

前々回の修正メークアップ 6 名・修正出席率

メークアップ

大谷 茂

●委員会報告

●出席報告
会員数

工藤 和弘

92.5 %

林 鶴 会員

●スマイルリポート

大﨑 克之 副会長

野澤 隆幸 会員
雨谷麻世さん、ようこそお出で頂きました。コンサ
ート楽しみにしています。この日のために竹中裕彦幹
事さんにいろいろお骨折りを頂き有難うございました。
大﨑 克之 副会長
① 雨谷麻世様、ようこそ川崎大師ＲＣへ。例会をお楽
しみ下さい。
② 野澤さん、河本さん。会員卓話よろしくお願いい
たします。楽しみにしております。

地区のコロナ感染防止支援フェイスシールド 580 個
の内、台北西門ＲＣより支援のサージカルマスク 6000
個の内、川崎区中学校 3 校、小学校 6 校に各々フェイ
スシールド 50 個とサージカルマスク 500 個を寄贈す
る活動の内、9 月 9 日に大師中学校、東門前小学校、
殿町小学校に、猪狩会長、内田職業奉仕委員長と、奉
仕委委員長鈴木で行ってまいりました。引き続き残り
6 校に行ってまいります。

竹中 裕彦 幹事
雨谷麻世様、ようこそ川崎大師ＲＣへお越し下さいま
した。11 月 2 日のチャリティーコンサート楽しみです。
猪狩 佳亮 会長
① ソプラノ歌手

雨谷麻世様

ようこそお越しくだ

さいました。11 月 2 日のチャリティコンサート、楽し
みにしております。
②

マスク、フェイスシールドを近隣小中学校へ寄贈

しました。先週ご一緒いただいた鈴木昇二さん、内田
さん、ありがとうございました。
③

野澤さん、河本さん、卓話よろしくお願い致しま

す。それぞれのお人柄がにじみ出る、いいお話が聞け
ると思います。楽しみにしています。
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～～～

会員卓話

～～～

●河本 正茂 会員
皆様こんにちは。本日は貴重なお時間をいただきま
して、ありがとうございます。
私は昭和 52 年 9 月 2 日生まれです。前回の例会に参
加させていただいた日が私の 43 回目の誕生日でした。
例会の帰りに自分で誕生日ケーキを買って家に帰り、
妻と 3 人の子供がお祝いしてくれてとても充実した日
になりました。
元々は川崎ではなく、小学校までは横浜の中区に住
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ないと感じています。売却のご相談が増加し、価格の
下落が始まっているのを感じます。会社としましては、
これをチャンスと考え、従業員を増やし、万全の態勢
で対応しております。
仕事の話はこの辺までとしまして、趣味の話にはな
りますが、コロナの影響もあり、なかなか行けなくな
ってしまいましたが、旅行が大好きでして、健康維持
のためにゴルフを始めました。現在はまだシュミレー
んでおりましたが、中学校から高校卒業する頃まで厚

ションゴルフレッスンに通っているところでございま

木市に住んでおりました。

す(笑)。お酒は好きで妻に怒られない程度に飲みには

高校卒業後は、知人の紹介でパチンコ店にてバイト

行くのですが、すぐ顔は赤くなるタイプです。呑みの

を始めました。仕事内容が楽しく、他のスタッフの方

席がありましたら、是非、お誘いいただければ幸いで

にも恵まれたこともあり、正社員となり、最終的には

す。

店長として店舗運営を任せて頂きましたが、いつも心

今回は船木さんにお誘いを頂き、伝統ある川崎大師

のどこかで「衣・食・住」のいずれかの業種に転職し

ロータリークラブに入会させていただくことになり、

て、自分で会社を経営したいと思っており 32 歳の時、

貴重な経験ができることは私にとって大変喜ばしいこ

思い切って不動産業界に足を踏み入れました。右も左

とであり、誇りに感じます。

も分からない中、5 年で独立開業するという目標を持

今後はロータリークラブの活動を通して既存の生

ち、幸区の大庭商店にて修行させて頂き、必死に勉強

活・仕事にとらわれず、自分がやってみたいと思う方

いたしました。

向に人生・ビジネスを寄せていく。

余談ではありますが、妻と出会ったもの同じ会社で

そういったチャンスを増やしていき、皆様のご指導・

して、結婚を機に横浜から川崎区に住み始めて 7 年が

ご協力を仰ぎながら、学んだ知識を活用し、自分自身

経ちました。妻が同業者ということもあり、独立には

のリーダーシップスキルを向上させて、皆様と積極的

理解があり、2016 年の 2 月に株式会社ハウスラボを立

に交流し、微力ながら社会に奉仕できるよう、努めて

ち上げました。しかし、独立はやはり苦労の連続で、

いきたいと思っております。どうぞよろしくお願いい

試行錯誤の繰り返しでした。どうにか売り上げをアッ

たします。

プしたいと考え、センチュリー21 フランチャイズに加

ご清聴ありがとうございました。

盟する事にしました。加盟後は横浜・川崎地区役員、
神奈川地域連絡会副会長を経験させていただき、同業
者の方との輪が広がり、新しい仕事のやり方を知るこ
とができました。

●野澤 隆幸 会員
何年振りかの演台であがっております。幹事さんと
の何度かのやり取りの中でバーター的になりました

おかげ様で我社の事業は不動産売買、マンションリ

(笑)。大師ＲＣでも雨谷さんとお付き合いが古いので、

フォーム再販、建売、任意売却を中心に地域の皆様と

ここで一言申し添えさせて頂きます。11 月 2 日ミュー

信頼関係を築きながら、皆様を笑顔にさせるよう、仕

ザ川崎でコンサートを開催なさいますので宜しくお願

事に取り組んでおります。

い致します。

不動産業界のみならず世界中がコロナの影響を受け

昨日｢ミッドウェイ｣と云う映画を観ました。戦闘場

る中、我社も 2・3 月は前年比よりも売上が落ち込みま

面が多いですが、上官と兵士の人間関係も描かれてお

したが、現在の不動産市況は予測よりも落ち込みが少

り勉強になりました。お時間があれば観て頂ければ良
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ない、終わって先生から｢実は、日本は戦争に負けたん
だ｣と聞かされました。そういう記憶があります。
私は、戦争が熾烈になった昭和 18 年夏休みに川崎
大師で得度式と云うお坊さんになる式を終え康見(ﾔｽ
ﾐ)と云う名前になりました。横浜に野沢屋と云うデパ
ートがあり友達に｢野沢屋休み｣とよくからかわれまし
た。また、若い頃でしたので担任先生から生徒に紹介
されて、恥ずかしい気がした記憶がございます。
いと思います。1941 年に日本軍が真珠湾を宣戦布告せ

｢ミッドウェイ｣と云う映画を観て当時の自分はど

ずに攻撃し勝利を得、その後ミッドウェイ島に進攻し

うだったかな？と思ったので今日の話をさせて頂きま

敗れた戦いです。

した。

映画を観て自分の若い時はどうだったかな？と顧

ありがとうございました。

みました。
昭和 18 年に県立川崎中学校に入学しました。当時

●閉会宣言並びに点鐘

猪狩 佳亮 会長

はズボンの上にゲートルを巻き、カバンを肩に掛けて
通学しました。勤労奉仕せよとの政令が出て 3 年の時
大井松田から 5～6km の松田山に行きました。最初に、
兵隊さんの訓示で｢帰りたい者は手を挙げろ！｣と言わ
れ、手を挙げると｢この馬鹿野郎！今の時世をどう考え
とるか！｣と一喝を頂いて委縮した覚えがあります。米
軍が沖縄を落とした後、コロネット作戦で房総半島と
相模湾から日本上陸を計画している作戦があって、松
田山に陣地構築する作業でした。｢飯を炊いた経験があ

●9 月 30 日例会のお花

る者は手を挙げろ！｣と言われ、手を挙げると炊事当番
に廻されました。朝、3 時に起こされてスコップで 1ｍ
位の釜にご飯を炊きました。皆を送り出した後は、リ
ヤカーで山中の事務所に行き食材を運んだりしました。
4 月 14 日夜、川崎の空襲、焼夷弾攻撃があり平間寺
も本堂をはじめすべての建物が焼失しました。5 月 29

鶏頭（けいとう）

日に横浜の空襲があり、松田山から横浜の方の空が真

けいとうは、花形が鶏の鶏冠（とさか）に似ているこ

っ赤になっており家の事を心配しましたが、私のお寺

とにもとづく。園芸種は多数あり、種苗会社はそれぞ

は幸いな事に無事でした。松田山に行く前に派遣され

れ名称をつけて販売している。写真はクルメ鶏頭

ていた東芝柳町工場、大型真空管の製品を運搬してお

花言葉：いつわりの飾り

りましたが 4 月 15 日に焼けてしまいました。
1 番記憶に残っているのは、終戦の日の朝上空に米
軍機が飛び回っている中、12 時に天皇陛下から詔書が
発せられて東芝焼け跡の広場で聞きましたが、まだ中
学生であったこととスピーカーもガーガーしてわから
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2020 年 10 月 7 日(水)はロータリーの友精読です。
水口 衛 雑誌・広報委員長と記事関連委員会
クラブ会報委員会

横山 俊夫

青山 正彦

竹中 裕彦
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