
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1360 回 （本年度 43 回） 

平成 28年 6月 9日（木） 早朝例会 
 

点  鐘  市 川 功 一 会 長 

司  会   戸 張 裕 康 会場監督 

斉  唱 「４つのテスト」 

会員出席報告 江口 進 親睦委員 

欠席者：宮崎会員、仁上会員、髙木会員、 
 

お客様紹介 市 川 功 一 会 長  

本日はいらっしゃいません 

新会員入会式 坂 本 耕 一 会 員 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のミニ情報 市川 功一 会長（6 月 9 日） 
 
今年度の特徴は移動例会が多かったことです。年末

家族会、ファイナル例会を含めて７回。特にドイツ大

使館での大使の卓話、世界らん展での都倉会員のパフ

ォーマンス、社員の７割が障がい者の日本理科学工業

訪問が印象深かったです。これらは、それぞれクラブ

会員のルートで実現したものです。またホテル精養軒

建て替えの影響で３回例会を外部で行いました。 

次年度も特徴ある移動例会を企画していただければと

思います。 
 

会長報告 市川 功一 会長（6 月 16 日） 
 
１．Ｒ財団寄付の表彰品が届きましたのでお渡し 

致します。   
・マルチプルＰＨＦピン：山本 剛会員（3） 

原 秀元会員（1）  

幹事報告 会田 公雄 幹事（6 月 16 日） 
 
１．地区からの来信 
①青少年交換学生結団式･壮行会開催のご案内が届い
ております。 

 日時：2016年7月2日(土) 結団式14：00-16：00  
壮行会16：0-18：00 

 場所：サンピアンかわさき 
 
②地区クラブ奉仕･広報公共ｲﾒｰｼﾞ向上合同セミナー
（含:2016年規定審議会報告）のご案内が届いて 
おります。 

 日時：2016年7月7日(木) 15：00-17：30 
 場所：メモワールプラザソシア２１ 
※出席依頼：2016-17年度 戸張会長、 

山本クラブ奉仕委員長、若狭広報委員長 
 
③地区拡大増強ｾﾐﾅｰ開催のご案内が届いております。 
 日時：2016年7月8日(金) 15：00-17：30   
場所：メモワールプラザソシア２１  

 ※出席依頼：2016-17年度 戸張会長、若狭増強委員長 
 
２．川崎鷺沼 RC より、例会場変更のお知らせが届いて

おります。 

  2016年 7月より新例会場：とうふ屋うかい鷺沼店 
 
３．他クラブ例会臨時変更 

●川崎百合ヶ丘 RC  
6月 28日(火)-29日(水) 会長･幹事お疲れ様会  

箱根  龍宮殿 18：00 
●横浜あざみ RC  

6月 29日(水) たまﾌﾟﾗｰｻﾞ東急百貨店 2F「テラズ」
点鐘 18：30 

●川崎鷺沼 RC  
7月 20日(水) 一泊移動例会 箱根「吉池旅館」 

16：30～クラブ協議会後、例会  

入会卓話 今 井  敬 会 員 

「 自己紹介 しくじり半生 」 

昭和 43年 3月 6日郵政省勤務の両親のもと生まれ

る。武蔵小杉聖マリ病院生まれ、現在奥さんと 6歳

の娘の 3人家族。幼稚園、小学生時代宿題を一切や

らず、授業後の掃除もせず、友人と遊んでばかりで

毎日過ごす。特にほめる処が見当たらないと親子面

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２８名 ２０名 ８名 ８６．９６％ 

前々回(5月 26日)欠席 10名 Make up 3名 ９０．９１％ 

 

 
 

 

川崎中原ロータリークラブ会報 川崎中原ロータリークラブ会報 

◆例会場 ホテル精養軒 木曜日 PM12:30～（第 2 週 AM7:30～）TEL:044-711-8855（東横線 武蔵小杉駅徒歩 3 分） 
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『世界へのプレゼントになろう』 Be a gift to the world 

ＲＩ会長 K.R.“ラビ”ラビンドラン 第２５９０地区ガバナー 箕田 敏彦 



談で言われる。一応水泳や歌の横浜市大会などには

出場していたが、学校での態度が悪く成績も普通で

常にマイナス評価。人に自慢できる自分というもの

を常に探していた。振り返ってみるとそれほど悪い

環境ではなかったが、当時は常に乾いていた。            

高校受験に失敗、さらに自信をなくす。それほど

良い高校ではないはずの中堅高校を受験して失敗、

私立も失敗、２次募集の高校に何とか合格。高校生

活で友人はいるが、なんとなく馴染めず。今考える

と結構楽しんでいたはずだが、当時は乾いていた、

成績は留年すれすれ、そんなに良くもない高校なの

に、それがさらに凹む原因となる。 

 

大学受験に失敗、またまたしくじる。情報処理系

専門学校に入学。二浪したがやはり勉強せず、試験

の無い専門学校にとりあえず入学。専門学校を中退。

ここも甘くなく単位が取れず中退してしまう。本物

のフリーターになってしまうが、バイトもやめてし

まい、引きこもりいわゆるニートになる。 

友人の紹介で IT企業に就職。アップル社製品を扱

う輸入代理店に就職するが、その時は何が重要かよ

くわからず面倒だったので仕事を辞める。ニートに

戻って夕方に起きて朝まで遊ぶ生活に戻る。自分で

就職先を探し、金融の営業を経験する。金融商品や

生命保険の営業を経験し世の中の仕組みと面白さを

初めて知る。自分の扱った金融商品のえげつなさに

失望し仕事をやめる。世の中のニーズを当時は自分

の世界観だけで貯蓄型商品ばかり売り、営業成績は

悪くなかったが一生やるのが嫌で仕事を辞める。   

IT企業に転職する、意外と面白かった。IT企業は

人材派遣的な要素が多くあり、困っている人を技術

者に育てるのが楽しくなってこの業種で頑張ること

にした。Electric Architect社設立、スタートから

いろいろしくじる。技術が足りないのに仕事を受注

してプロジェクトが崩壊したり、技術者として適性

の無い人材を雇用してボロボロになったりした。 

少し儲かって調子に乗る。当時景気が良かったの

で人材さえいれば仕事があったので適当に採用して

あぶく銭を得て調子に乗り、青年会議所活動を頑張

って、さらに仕事は完全に部下に任せる。リーマン

ショックで会社がつぶれそうになる。突然仕事が全

くなくなり先の見えない不況に突入した。適当に行

っていた経営のツケが一挙に来て人生で一番大変な

状況となる。もちろん、様々な人々、制度に助けら

れる。捨てる神あれば拾う神ありということで、な

んとかリーマンショックをやり過ごす。文句ばかり

言ってきた国の制度や、不満ばかりだった人間関係

で助けられる。手抜きの人生を過ごすのをやめる。

ピンチなときお世話になった人々、制度に恩返しす

るため、また次の不況に負けない持続的成長をする

ため自社で働く者はもちろん、関わる人すべてにと

って良い会社にすると自分に誓う。 

絶賛しくじり継続中！ 。続く  
 
  
ニコニコ報告  江口 進 親睦委員 
 
市川 功一 会長  会田 公雄 幹事  

今日は今年度 5人目の新入会員を迎える事が出来て、 

クラブにとっても記念すべき日となりました。また今井

さんの入会卓話楽しみです。たくさん話すことがあると

思いますが３０分でお願いします。 
 

小林 正樹 会員  
坂本先生おめでとうございます。心より歓迎いたします。

今井さん入会卓話楽しみにしていました。 
 

SAA 一同 

今日は 6 月 9 日「ロック」の日です。この様な日に坂本

さんを迎えられて中原 RC が実は「ロック」かもしれま

せん。とても良い日です。 
 
親睦委員会一同 

6 月 23 日にはファイナル移動例会が開催されます。皆様

のご出席をお待ちしております。坂本さんのご入会一同

歓迎しております。 
 
「みんなニコニコ」  
小泉 正博 会員・古越 孝男 会員・高瀬 建夫 会員 
工藤 和弘 会員・島田 叔昌 会員・若狭 滋則 会員 
徳安 久是 会員 
 

 
 

次回 ６月 23 日（木）の予定 

ファイナル夜間例会   

「 母屋 虎幻庭 」点鐘 18：30 

 

ニコニコボックス 本日 12,000 円 累計 753,500 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 130,000 円 


