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◆渡久地 政房 会員

第 1422 回 （本年度 17 回）

今日は、坂口会員の入会卓話です。
きれいなゲスト 2 名 ご招待しました。

平成 30 年 3 月 1 日（木）
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会員出席報告
本 日

宮崎玲児 親睦･出席委員長

会 員 数

出 席

２８名

２０名

欠 席
８名

出 席 率
７６．９２％

前々回(２月 1 日) 欠席６名
Make up １名 ８８．４６％
欠席者：会田会員、今井会員、江口会員、工藤会員、坂本会員、
髙木会員、

お客様紹介
◆二村
◆中澤
◆岩佐
お祝い
田辺
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今井
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建夫
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政毅 様（福岡城東ＲＣ）
亜紀子 様
ひとみ 様
おめでとうございます♪

清夫 会員（Ｓ１１．３．１１生）
裕康 会員（Ｓ４５．３．３１生）
敬
会員（S４３．３．６ 生）

いよいよ春到来です。明るく楽しい川崎中原ロータリー
クラブでいきましょう。
坂口さん入会卓話楽しみにしています。

◆親睦委員会

熱海旅行の会 戸張裕康 委員

今日は、県立・市立各高等学校の卒業式です。昔を思い
出します。桜もいいけど、梅の花もいいですね。
書き損じ葉書を集めています。3 月末までにお願いします。

「みんなニコニコ」
小泉 正博 会員・市川 功一 会員・神谷
直 会員
山本
剛 会員・徳安 久是 会員・坂口 精一 会員
堤
研司 会員・Ｍｒ.ＳＵＺＵＫＩ会員
内藤 松雄 会員
ニコニコボックス

本日

17,000 円

累計

406,008 円

記念日ニコニコ

本日

15,000 円

累計

90,000 円

委員会報告
◆親睦委員会

宮崎 玲児 委員長

2月16日、17日の熱海親睦旅行は12名の出席という事に
なりました。出席者の方には改めて詳細をお伝えいたし
ます。

◆戸張 博康 会員
毎年やらせていただいております書損じハガキですが
昔の50円のものでも大丈夫です。3月末位まで行ってお
りますのでよろしくお願い致します。

◆親睦委員会ゴルフ同好会

東出 隆裕 会員

第2グループ6区ロータリー合同ゴルフコンペが平成30
年4月6日(金)本厚木カントリークラブにて8時45分集合
で開催されます。是非ご参加いただければと思います。
参加される方は私にお声掛けください。よろしくお願い
致します。

ニコニコ報告
◆高瀬

宮崎玲児

建夫 会長 ・河合

親睦委員長
束 幹事

今日から 3 月、すっかり春めいてきました。春一番が
ふくかもしれません。女子ゴルフの 18 年シーズンが今
日沖縄で開幕です。外にでて、身体を動かしましょう。
坂口さん、入会卓話楽しみにしております。

◆若狭

滋則 会員

本日の入会卓話、大変楽しみにしております。
坂口さん、よろしくお願いします。
応援団もかけつけています。

◆国際奉仕委員会

徳安 久是 委員長

国際奉仕からのご案内です。年が変わりも皆様の所に寄
附金控除の書類等が届いているかと思いますが、寄付を
集めるのはまだ終わっておりません。米山奨学財団の寄
付、財団寄付、このふたつは引き続き受付けをしており
ます。特に財団寄附金については当クラブから財団奨学
金をいただく予定者の推薦を本日提出した関係もござ
いますので、是非、皆様方にご協力、ご尽力いただけれ
ばと思います。
次年度幹事からの報告です。次年度の委員会構成表をポ

スティングしております。ご確認いただき
支障等ございましたら至急私か小泉次年度会長のところ
へご報告ください。

入会卓話

坂口

精一 会員

こんにちは
私は、若狭さんの紹
介で昨年の 6 月に入会
しました。
生まれは佐渡島で
す。父親は、蕎麦屋の
せがれでした。母親は
神田の農家の生まれ
でした。父親の実家の
蕎麦屋というのは、ど
んちゃん騒ぎができ
る程の部屋がたくさ
んある様な店でした。
母親の実家は、日本で
も何番目かに古いと
いう喫茶店をやって
いました。天皇陛下もお見えになった様です。そのお店
も後継者がいないことから、10 年程前に、ビル管理に業
態を変えております。
昭和 38 年、父親の給料が一万円のとき、母親のこづか
いが七万円だったそうです。父親が給料を母親に渡した
ら、母親は自分のお小遣いより少ないと感じたそうです。
父親は、小松製作所を勤め上げ、今は悠悠自適に暮らし
ています。私は、三きょうだいの長男で、妹と弟がいま
す。
私には家族がおりまして、妻がひとりと子供が 4 人で
す。子供は順に、男、女、男、男です。
長男 24 歳、明大農学部大学院に通っています。
長女は、日本大学文理学部化学科に通っています。リケ
ジョです。この長男と長女が来年就職ですので、安堵し
ています。３番目は、東京福祉大学教育学部に通ってい
ます。英語の先生になるということで、オーストラリア
に短期留学しております。４番目は、住吉高校の三年生
です。4 歳からサッカーをやらせていて、腹筋がシックス
パックです。唯一彼女がいます。愛犬が二匹います。住
まいは、グリーンラインの高田です。一昨年に、家を新
築しました。
ここからは、写真を見ながらお話します。
私は、佐渡島の佐和田に生まれました。佐渡島の一周
は、252 キロメートルです。東京都 23 区に匹敵する面積
です。バス便もありますが、ほとんどないところもあり
ます。山間部もあり、人が暮らしているのは、平野部分
と沿岸部のみです。山中で車の事故を起こすと、2 時間は
JAF が来ない。佐渡島の人口は約 6 万人です。
多くの子供達は、中学で親元を離れます。高校の側に
下宿します。佐渡には高校が六つあります。それらの高
校の側には下宿屋がある。それで、自立が早いです。
佐渡では、小学校で佐渡おけさをみんな習う。佐渡は、
昔から大阪、京都と行き来があったので、方言が関西っ
ぽいところがあり、だっちゃーという。新潟は、そうな

んげーとかいう。女の子が、だっちゃーと言うと、結構か
わいい。不良のことを、はやっているといいます。
佐渡島は、すぐ山になります。ミネラルが豊富な海です。
先進国の中では、唯一の農業立国です。自給自足ができま
す。新潟県でナチュラルチーズを作っているのは佐渡だけ
です。子牛の産地でもあります。のどかな感じです。
夏は、海水浴に女子大生もたくさん来ました。サザエを
とって遊んでいました。海は、暖流と寒流が交わる所があ
り、危ないところもあります。実家からすぐの所が海です。
実家にはウインドサーフィンをおいていて、すぐに海に行
けます。
佐渡島というと、たらい舟を思われるかもしれません。
漕ぎ手がいて一周回ると、四百円程度です。
佐渡では、江戸時代に千石船を作っていて、それで、京都
方面と貿易をしていたそうです。千石船を作っていた部落
がありました。千石船が古くなると、廃材にしないで家を
作ります。船板を、家の建材として使います。
友人がその地区で居酒屋をやっていたのですが、10 年
程前に東京に出て来ました。今
は、上野で菜の花という佐渡島
のお酒を飲めるお店をやって
います。佐渡の地酒とその日採
れた野菜を食することができ
ます。どうぞみなさんご贔屓に。
金北山というのが一番高い
山です。約 1350 メートルあり
ます。ハブもいないし、熊や猪もいないので、山登りも安
心してできます。雪解け水が澄んでいて、川魚も美味しい
です。
1601 年に金山が開口した時、幕府の直轄地になりまし
た。その時の佐渡奉行が、都の優美な人形浄瑠璃を佐渡に
持ち込んだのです。薪能も有名です。日本の能舞台の三分
の一が佐渡島にあります。ただ、私は一度も行ったことが
ありません。
佐渡島を拠点とした鼓動のグループがあります。この前、
川崎でも公演をしておりました。佐渡の生サラミがドイツ
で金賞を貰いました。
私は、18 歳まで佐渡で過ごしました。それなりに楽し
かったです。佐渡島に産業はないので、みんな外にでます。
私は、芝浦工大に入学しました。遊びたいので、建築関係
のアルバイトをしました。建築のアルバイトをしている時、
いろいろ褒められました。
平成 3 年に、自分の会社、坂口工業を設立しました。社
員数 3 名でしたが、
今期で 27 年目となり、社員数は 30 人、
専属外注が 24 人です。また、5 年前に名古屋支店を出し
ました。名古屋を拠点に大阪の仕事を精力的に取ろうと準
備しております。坂口工業は、建物の外装工事を主にやっ
ております。いくつかの施工例を見て頂きたいと思います。
渋谷アップルの外装施工をやりました。ビーズブラストと
いうステンレスのパネルです。パネル一枚 500 キロです。
表参道のアップルもやりました。この施工が、アップル
の世界水準となっております。ビーズブラストは、 日本
で作っており、これを世界中のアップルストアで使う。一
枚の航空運賃がおよそ五千万円だそうです。施工に関して

も高い技術が必要で、当社がスーパーバイザーとして、
関わっています。
銀座のデビアスビルも外装工事を担当しました。サンド
ブラストの外装施工です。砂をぶつけて作るものです。
丸の内ビルも担当しました。景気が悪いので、いい仕
事ばかりではありません。でも、神社仏閣や宗教施設は
まだいいものをつかい、やりがいのある仕事ができてい
ます。その他、数多くの建築物の外装工事に関わりまし
た。今年は、横浜の再開発やオリンピック施設も関わり
ます。
仕事以外のこととしては、ゴルフと釣りが趣味です。
それと四輪駆動車がすきです。
最後に、こらからのロータリーについてですが、紹介者
の若狭さんにご迷惑をかけないようにはがんばります
（( ◠‿◠ )）。

会長報告 髙瀬建夫 会長（3 月 22 日分）
１．川崎市コンベンションホール開館記念式典のご案内
が届いております。
日時：2018 年 4 月 16 日(月) 10：00～12：15
場所：川崎市コンベンションホール
２．第 1 第 2 第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同 ＩＭ 無事終了の礼状が届
いております。
尚、ロータリー財団と米山記念奨学会への寄付 10 万
円につきましては、参加１９ＲＣで割振り各クラブ
名にてお振込み頂いいた旨、ご連絡が届いておりま
す。１ＲＣあたり、Ｒ財団 5,263 円、米山 5,260 円
３．東日本大震災復興支援 植樹 in 岩沼「ともに植えよ
う」プロジェクトへの寄付を ありがとうございまし
た。社会奉仕委員会予算からの１万円を加えて
52,000 円で地区宛に送金させて頂きました。
また、台湾東部地震への義援金も３万円を国際奉仕
委員会予算より支出して地区宛に送金済みです。
４．地区より、2018-19 年度地区委員の委嘱状が届きまし
たのでお渡し致します。
・ローターアクト委員：都倉八重子会員

幹事報告 河合

束 幹事（3 月 22 日分）

１．地区からの来信
①2017-18 受入学生近況報告・2018-19 派遣学生オリエ
ンテーション開催のご案内が届いております。
日時：2018 年 4 月 7 日(土) 14：00-16：00
ROTEX 交流会 16：00-18：45
場所：小机幼稚園
②神奈川県ロータリアン親睦テニス会（上野杯）のご案内
日時：2018 年 4 月 10 日(火) 9：30 集合
会場：湘南ローンテニスクラブ
※参加ご希望の方は、幹事までお知らせ下さい。
③米山奨学生・カウンセラーの為のオリエンテーション
及び懇親会のご案内が届いております。
日時：2018 年 4 月 21 日(土) 15：00-19：30
場所：上大岡ウィリング横浜

２．他クラブ例会臨時変更
●川崎大師 RC
3 月 28 日(水) お花見移動例会「惠の本」点鐘 18：00
●横浜本牧 RC 3 月 29 日(木)
休会

●川崎南 RC
4 月 3 日(火)
横浜ﾍﾞｲｼｪﾗﾄﾝﾎﾃﾙ 点鐘 18：30
5 月 1 日(火)
休会
5 月 29 日(火) 横浜ﾛｲﾔﾙﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ 点鐘 18：30
●新川崎 RC
4 月 4 日(水) 親睦お花見例会 武蔵小杉「ミュー」
点鐘 18：00
●横浜あざみ RC
4 月 4 日(水)
休会
4 月 25 日(水) ｱｰﾄﾌｫｰﾗﾑあざみ野 点鐘 12：00
14 時～ﾁｬﾘﾃｨｺﾝｻｰﾄ
●川崎高津南 RC
4 月 9 日⇒7 日(土) 献血運動
4 月 16 日⇒20 日(金) 4RC 合同例会

例会・研修会予定
・3 月 29 日(木) 研修会
18：00～今井会員居住のマンション会議室
・4 月 5 日(木)
例会前 11：00～理事会
例会 点鐘 12：30 ﾎﾃﾙ精養軒
※次年度活動計画書用の写真撮影

第１第２第３グループＩＭ
２月２７日(火) 13：30～エポックなかはら

