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「四つのテスト」

会員出席報告
本 日

会 員 数

出 席

欠 席

出 席 率

２６名

１５名

１１名

６８.１８％

前々回(7 月 15 日) 欠席 12 名

Make up 4 名

７８.２６％

欠席者：今井会員、菅野会員、坂本会員、坂口会員、髙木会員、高瀬会員
都倉会員、

お客様紹介
☆小川 湧三様

そこで全く新しいことをやってみたいなと思い知人
の勧めで始めたのが競技ダンスです。ちょっと自慢
ですが 2 年前に JDS と言われる首都圏最大のアマチ
ュア大会で歴 2 年以内の新人戦ではありますが優勝
できました。

（川崎鷺沼 RC）

入会卓話 河西 俊市朗 会員
「プロフィール」 はじめに
先ずは簡単なプロフィールですが、出身は川崎で
す。川崎産まれの川崎育ち
です。ただ両親は二人とも
に山梨出身ですので流れて
る血は純山梨産です
誕生日は 1974 年 3 月 3 日
です。ひな祭りとかいう可
愛い誕生日に生まれまし
た。1974 年といいますと
第二次ベビーブームであ
り、社会的にはバブル崩壊
からの就職氷河期世代と言
えると思います
性格はおだやかです。両親が強めですのでおだや
かーにやっています。
趣味のスポーツ
趣味はスポーツで学生時代の部活はずっとサッカ
ーでした。また子供のころスケートボードをやって
いた事も影響し車の免許取得後はスノーボード・サ
ーフィンと横ノリと言われる物ばかりやっていまし
た。サーフィンは一番長くやっていましたが 4 年前
に新しいウェットスーツを購入したところゴムアレ
ルギーが出てしまい、止む無く断念しました。

専門店として
さて、仕事の話となり
ますが職業分類は酒類販
売業となります。
酒類販売業と申しまして
も様々あるかと思います
が、当店は業界では専門店と言われる形態をとって
います。
専門店とは、ポピュラーな物に加え一歩二歩また
それ以上に深く入り込んだ品揃え、そしてそれに付
随する知識面でのサービスも提供できるお店と言え
るかもしれません。
これから、どのように卓話を進めていこうか考え
ましたが、お店には５つの変革期がありましたの
で、それに沿ってお話します。
「東京：乾物屋としてのスタート」
父が独立して始めた起源となるようなお店です
ね。乾物屋という事で酒屋ですらありませんでし
た。父は 8 人兄弟の 8 番目として産まれ母が 50 歳
の時の子供でもあったので、田舎から体一つで出て
きた感じです。
マーケットの中の一角のほんの 4 坪程の小さい店
からスタートを切りましたが、非常に忙しいお店だ
ったようです僕は 4 歳くらいでしたのでかすかな記
憶しかありませんが、レジもなくザルでお金のやり
取りをしているような事を記憶しています。
ここで貯蓄しながら酒免許の取得を目指していき
ます。この頃の酒免許は取得規制が非常に厳しかっ
たので高値で取り引きされておりましが、その分一
定の商圏が守られていたという事も言えるかと思い
ます。
「高津：酒類免許を取得して」
そして現在、自宅・テナントとなっている高津区
に免許を取得し移動してまいります。これは 30 坪
ほどの売り場面積だったと思います。

初期の頃はいわゆるサザエさんの三河屋さんの形
態だったかと思います。この頃小学校 2 年生くらい
からですね…長男だった事もあり非常に手伝わされ
ました。
そして、このお店の中期頃、地酒との出会いが専
門店への第一歩だったと思います。当時父は熱心に
酒蔵を訪問したり勉強会に行ったりしていたのを記
憶しています。
また扱う商品の変化と共に客層の変化というのも
僕自身も店番をしながら感じていました。
そして後期の頃には店を継ぐ事を伝えていたと思
います。また、この頃、地続きで隣に土地を大きく
買うチャンスがありましたので購入し、すでに手ぜ
まとなっていたお店をリニューアルしていくことに
なります。
「高津：変革期」
こちらは 50 坪くらいのお店でした。構成として
は食品半分、酒半分という感じでした。
この頃、僕自身は学校を卒業し、体系的にお酒を
学ぶため大阪の学校へ行くことになります。また更
に、ドイツ・フランスのワイナリーでもこの学校の
つてで短期ではありますが現地で勉強もさせていた
だきました。その後、立地の異なるワインの強い酒
販店 2 店で様々学ばしていただきました。こちらで
は、販売技術もそうですが大小様々なインポーター
を紹介してもらった事も、その後持ち帰りスムーズ
にワイン販売に繋がっていったのではと思います
そんな流れで帰ってきて先ず導入したのはワインで
した。
ワインは他のカテ
ゴリー以上にしっか
り勉強しないと扱い
が難しいので、当店
でもこのカテゴリー
だけは国産を中心に
わずかな種類を置く
のみだったからです。
感謝しているのは商品を回転させるまでにそれな
りの時間を要すのが想像できる中、かなりの売り場
面積と在庫を持たせてくれたことです。今では売上
構成比の 3 割を担うくらいに成長してくれました。
また、この頃に、お酒に関する資格を取得していき
ます。
「ソムリエ・利き酒師・コンセイエ」の資格
先ずソムリエの取得を目指します。内容としては
一次試験が全国 8 会場で、筆記二次試験が東京と、
大阪でテイスティングとサービスの試験でした。
これは何年も落ちている先輩のアドバイスもあり半
年ほどスクールに通いました。高額のワインを何本
も比較して飲むことが難しかったからです。
次に取得したのは利き酒師でしたが、筆記のみで
ありテキストの内容もソムリエ試験のあとではとて
も容易に感じられるものでした。

最後のコンセイエは、フランス大使館付きの機関
で通常の資格試験とは異なるもので、フランスワイ
ンの認知の向上を目指すものでプロモーションや販
売量の推移なども見られる実践的なものでした。
これに関しては、川崎市で頂いたのは、当店のみと
なっております。
また、コンセイエ同士でのコンクールでも一度最
優秀賞を頂いており、なかなか気前のいい機関で
三週間ほど観光と勉強をかねてフランス旅行にご招
待してくれました。
このようにどんどんと専門店化していく中で、し
ばらくすると環境の変化が訪れます。
「免許の取得条件の緩和・卸売市場の弱体化」
これらの事は、ほぼ同時に進行していったかと思
います。
何が起きたかと申しますと、安売り店が出現し一
定の範囲で守られていた商圏は破壊されていきま
す。更に酒免許を得たコンビニ等に押され個人店が
減少していく中
で、その集合体で
あった卸売市場も
徐々に競争力を落
としていくことに
なります。
当店の場合、酒
に関しては、主力
商品である地酒や
ワイン等は価格破壊に巻き込まれる物ではありませ
んでした。しかし、特に食品・飲料の仕入れに関し
ては、その当時直ぐにではないにしろ 5 年 10 年後
にはこれまでのやり方ではいずれ限界が来るものだ
ろうと想像出来ました。
そんな中での決断が、逆に免許を容易に取得でき
るのであれば現在の専門性をより活かせる立地に移
転しようという事でした。
「高津：セブンイレブン」
これまでやってきた場所は数年前に反対側にも土
地を取得していたので、整地し将来的にテナント利
用も出来るような箱を作り、あとは駐車場としまし
た。両親もまだまだ引退するような年齢ではなく、
新しい土地での出店リスクや建物に借り入れも発生
していたので、これまでの土地で自分がセブンイレ
ブンを経営していくことになりました。
同時に、試飲会やイベント等負荷の大きい仕事は
継続的に酒屋の方にも参加していました。
地盤のある中でのスタートであり 365 日 24 時間
とはいえこれまでも 364 日営業だったので、さほど
難易度は高くありませんでした。特に、最初の 7 年
くらいは順調だったと言っていいと思います。
ですがやはりと言うか環境の変化はあるもので、
全国が過疎化していく中で、川崎市はどんどん人口
が増え、また武蔵小杉の新駅開発もあり大手スーパ
ー・ドラッグストア 4 件に数年の間に囲まれること
になります。

これは同じ通りにあった 4 件のコンビニエンス
で、残ったのがウチだけという強烈なものでした。
何とか生き残りましたが、ピーク時までには戻りま
せんでした。ただ、責任を果たすことはできまし
た。
様々ありましたが、開店から閉店まで契約年数
15 年間を自分でやりきったのは、非常にいい経験
となりました。途中本部の方針転換で、複数店の勧
めも何度もありましたが断らせていただきました。
一つだけ理由を挙げるなら、僕は専門店として造り
手や農家の方と様々会話を交わし、お客様に商品を
提供し喜んでもらえる事の方が嬉しく楽しかったか
らです。
「中原区：専門店」
時系列的には、セブンの 1 年前にオープンしてお
り、今年で 17 年目となります。ちょうど一年前く
らいに帰ってきました
まずは多くの業務の引継ぎをし、その後はコロナ
下という事もありデジタル化や HP・ショッピング
サイト等のネット関連の整備をしていきます。
今一番やりたいことは、昔ワインにそうであった
ように日本酒の認知や価値の向上を目指していく事
です。昔は酒と言えば日本酒、その後も地酒ブーム
などがあり当時は心配することも無かったのです
が、現在は多種多様なカテゴリーの中の一つという
状況です。またコロナ下でのダメージといった事も
あります。
地酒はそもそも大きなメーカー大きな流通から産ま
れた物ではないので、しっかり手をかけ伝えていか
ないとダメなんですね。
また日本の文化でもありますし、これまで多くの
人とも関わってまいりましたので、少しでも業界の
ためになれればなと考えています。
「最後に」
今年の 1
月に菅首相
の施政方針
演説でこの
ようなニュ
ースが入っ
てきまし
た。麹菌と
いうのは東
アジア・東
南アジアに生息するカビの一種ですね。またこれを
利用してるのは日本だけで、日本では他にも味噌や
醤油、お酢やみりんと、深く食文化に入り込んでい
る物です。
これは時期がくればメディアにも取り上げられ、
またうまく登録となれば輸出も期待でき地方の活性
化にもつながるのではと期待しています。
ご清聴ありがとうございました。

ニコニコ報告
◆川崎鷺沼 RC 小川 湧三様
ニコニコで参加します。
◆宮崎玲児会長・江口 進幹事
河西会員、本日は宜しくお願い致します。
コロナの状況が厳しくなってきています。皆様お気を
付けください。
◆小林正樹会員
河西さん、お待ちどう様。
入会卓話楽しみにしておりました。
◆井元雄一会員
先日、業界で実施した安全な施術への取り組みで
講師を務め、ZOOM で 100 名の方の資格取得のサポ
ートをしました。その件がニュースで取り上げら
れ、業界誌に載りました。誌面をお持ちしましたの
でご覧いただけると幸いです。
本日の卓話も楽しみです。
◆下條恵理子会員
8 月 13 日のミューザ川崎シンフォニーホールのコン
サートは延期になってしまいました。先日発売しま
したクラシック名曲アルバム「人生で聴いておきた
い名曲」がタワーレコードオンライン１位に続き、タ
ワーレコード新宿店 1 位も頂きました。皆様の応援
のおかげです。ありがとうございます。音楽の力で笑
顔になって頂けますように。
本日の卓話、楽しみにしています。
◆SAA 一同
豪雨も去ってやっとすがすがしい気候に戻ってまい
りましたね。会員の皆様も気候変動に負けず、お身体
大切にされてください。
河西会員、本日は卓話宜しくお願い致します。
◆親睦委員会一同
天候による災害で皆様のご親類、知人の方々はいかが
だったでしょうか？
河西さんの卓話、宜しくお願い致します。
◆「みんなニコニコ」
江口
進会員・市川 功一会員・藤村 伸一会員
小泉 正博会員
ニコニコボックス

本日

12,000 円 累計

53,000 円

記念日ニコニコ

本日

0円

10,000 円

累計

１．理事会報告

●川崎鷺沼 RC
9 月 1 日・8 日(水) 緊急事態宣言延長により休会
※緊急事態宣言発令中は「休会」と致します

２．臨時 第 2 グループ会長・幹事会の報告
2021 年 8 月 30 日（月）16：00 から
ホテル精養軒参加 5 名 ZOOM 参加 6 名

●横浜あざみ RC
9 月 1 日～22 日(水) 緊急事態宣言延長により休会
9 月 29 日(水) オンライン ZOOM 例会 点鐘 13：00

会長報告

宮崎 玲児 会長（９月２日）

宮崎会長のワンポイント
労働契約
労働契約とは、労働者が使用者の指揮監督の下に
労働力を提供し、使用者がその労働の対償として
賃金を支払うことを約束する契約です。
有給休暇など例外はありますが、
基本は労働の対償として賃金を受けるのです。
これを「ノーワークノーペイの原則」といいます。
最近、賃金のことなどで労使間のトラブルが多く
なっていますが、使用者は未払いなど無いように
賃金を支払う必要があり、労働者は例外を除いて
働いていなければ報酬はもらえないのです。
その基本がお互いわかっていれば、トラブルも
減るのではないかと思っています。
※本年度は、社会保険労務士である会長より、
貴重な情報をワンポイントお話いただきます！

幹事報告

江口

進 幹事（９月２日）

１．地区からの来信
①地区大会記念チャリティゴルフ大会開催のご案内
日時：2021 年１０月１８日（月）
場所：相模カンツリー俱楽部
※参加ご希望の方は 9 月 10 日(金)までに事務局まで
地区申込締切：9 月 15 日
②地区ＲＡ主催「アクトの日」のご案内。
日時：2021 年 9 月 11 日(土)
10：00-11：00 13：30-14：00
場所：ＺＯＯＭ
内容：環境保全をテーマに、午前中はオンライン
ZOOM によるディスカッション、午後から
ローターアクターが少人数のグループで清掃
活動を行い、その様子をライブ配信する企画。
ロータリアンの方は、午前中 ZOOM によるオ
ンライン参加と午後のライブ配信を視聴頂く。
２．他クラブ例会臨時変更
●川崎北 RC
9 月 1 日・8 日(水) 緊急事態宣言延長により休会
※緊急事態宣言発令中は「休会」と致します
●川崎大師 RC
9 月 1 日・8 日(水)

緊急事態宣言延長により休会

●新川崎 RC
9 月 1 日・8 日(水)

緊急事態宣言延長により休会

●川崎 RC
9 月 2 日・9 日(木)

緊急事態宣言延長により休会

●川崎ﾏﾘｰﾝ RC
9 月 2 日・9 日(木) オンライン ZOOM 例会
延長の場合 16 日もオンライン
※外部卓話ありメークアップ希望の方は事務局まで
9 月 23 日･30 日(木)
休会
●川崎西北 RC
9 月 2 日･9 日(木)

緊急事態宣言延長により休会

●川崎高津 RC
9 月 2 日・9 日・23 日(木) 休会
9 月 30 日(木)
第 5 週につき例会なし
●川崎幸 RC
9 月 3 日･10 日(金)

緊急事態宣言延長により休会

●川崎麻生 RC
9 月 3 日・10 日(金)

緊急事態宣言延長により休会
9/3 理事会のみ開催

●川崎とどろき RC

9 月 6 日(月)

●川崎高津南 RC
9 月 6 日(月)

緊急事態宣言延長により休会

●川崎中 RC
9 月 7 日～28 日(火)

休会

休会（例会取消）

●川崎宮前 RC
9 月 7 日(火)
休会
※緊急事態宣言が再延長の場合は 9/14､9/21 も休会
●川崎百合丘 RC
9 月 7 日・14 日(火)
●横浜南央 RC
8 月中～9 月 7 日(火)

緊急事態宣言延長により休会
緊急事態宣言延長により休会

例会情報
９月２日(木)
点鐘 12：30
入会卓話：上野境介会員
９月１６日(木) 点鐘 7：15
ガバナー補佐をお迎えして「クラブ協議会」
１０月７日(木) 点鐘 12：30
ガバナー公式訪問 卓話：小倉 正ガバナー
例会後、理事会
１０月２１日(木) 点鐘 7：15
卓話：米山奨学生 エンクトル・ビルグーン様

