
 
  

 
 
 

 

【会長テーマ】 ： 健 康 で 明 る い 環 境 を つ く ろ う                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

例 会 報 告 
 開会点鐘  金子 利昭 会長 

 司  会  貝田 充 SAA 

 合  唱  「君が代」「奉仕の理想」 

 お客様紹介  市川 実親睦活動委員 

 

今後のプログラム予定 
8月 プログラム名 

 第 3例会 8月 18日 

卓話 

青少年交換学生 

樋口 万葉さん  

 第 4例会 8月 25日 

卓話 

地区拡大・増強委員長 

谷川 公一様（横浜西 RC） 

 

出 席 報 告 廣山宗一出席委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

43名 30名 

13名 

対象外 

（9） 

100% 

欠 12名 

対象外 

（7） 

MU1名 86.11% 

【本日の欠席者】 

市川 宏 会員  三木 治一会員  小林 敏伸会員 

小島 満 会員  井上 光明会員  小丸日出夫会員 

白井 正男会員  内藤 幸彦会員  髙木 洋一会員 

田邉 進 会員  小島 徹 会員  上原 伸一会員 

鹿島 義久会員   

 

ニコニココーナー 
川崎北ＲＣ 

柾木永一郎様：本日、柾木國義さんの入会卓話があると

聞きました。卓話楽しみにしています。 

金子 利昭会員：柾木國義会員、本日の入会卓話よろし

くお願いします。暑い日が続いています。

熱中症に注意してください。 

叶野 聡 会員：①金子年度も一カ月経ちました。先週

はガバナーの公式訪問がありましたが、無

事終らせることができました。今後とも皆

様のご協力をお願いします。②柾木会員、

入会卓話楽しみにしています。 

ゲスト 
柾木永一郎様 

 
川崎北ロータリークラブ 

ゲスト 
李 香福 様 

2015-16年度  
米山 奨学生 
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KAWASAKI NAKA ROTARYCLUB／FOUNDED 1972.7.15  

 
 

会   長    金子 利昭 
副 会 長    小島  満 
幹   事    叶野  聡 
S  A  A    貝田  充 
会報委員長    長谷山 尚城 

2015～2016 

第 2074回例会 

平成 27年 8月 4日 

例会日 毎週火曜日 12時 30分点鐘 
例会場 川崎市中原区小杉町 3－10 
    ホテル精養軒 
    TEL（044）711－8855 
事務所 川崎市中原区小杉町 3-428 
    山脇ビル 402号
TEL(044)722-4331 FAX(044)722-6334 
E-mail：k-naka@galaxy.ocn.ne.jp 
URL:http://www.kawanaka-rc.com 
 
 
 

 
ＲＩ会長 Ｋ．Ｒ．ラビンドラン  
第 2590地区ガバナー 箕田 敏彦 
No.2054 AUGUST.4 2015 
 

mailto:k-naka@galaxy.ocn.ne.jp
http://www.kawanaka-rc.com/


柾木 國義会員：本日はよろしくお願いいたします。 

伊藤 文治会員：柾木会員さん、入会卓話ご苦労様です。 

小山 政吉会員：柾木さん入会卓話、ご苦労さんです。

本日もよろしくお願い致します。 

廣山 宗一会員：柾木さん卓話おめでとう。 

中山 武夫会員：柾木さん、入会卓話ご苦労様です。 

川口 禮敬会員：柾木会員、卓話ご苦労様です。楽しみ

に拝聴いたします。 

冨岡 昭一会員：柾木会員、今日は入会卓話よろしくお

願いいたします。 

堀一 慶明会員：柾木会員、入会卓話楽しみにしていま

す。 

市川  実会員：柾木会員、卓話ご苦労様です。 

細山勝三郎会員：柾木國義会員の入会卓話楽しみに聞か

せていただきます。 

池田  亨会員：毎日、暑いですね。夜のお酒がおいし

すぎてアルコール注入機会が増加中です。

柾木さん、卓話楽しみにしております。 

小泉 繁勝会員：柾木会員、卓話楽しみに拝聴させてい

ただきます。 

長谷川俊雄会員：しばらく腰痛で欠席しました。申し訳

ありません。まだ全快とはゆきません。柾

木さん入会卓話楽しみです。 

渡邉 新治会員：本日もよろしくお願い申し上げます。 

長戸 隆彦会員：①柾木会員、卓話楽しみにしておりま

す。②米山奨学生の李香福さんようこそ！ 

 

 

 

会 長 報 告 金子利昭会長 

１． ロータリ為替レートのお知らせが届いており

ます。2015年 8月 1ドル＝124円 

   （ご参考：7月 1＄＝124円） 

２． 地区よりクラブ米山記念奨学委員長会議開催

のご案内が届いております。 

日 時：8月 25日（火） 15：00～17：00 

場 所：メモワールプラザソシア 21 3Ｆ「フ

ィレンツェ」 

３． 地区より第 13 回日韓親善会議開催のご案内

（再度）と登録期限延長のお知らせが 

届いております。 

日 時 ：9月 4日（金）会 議 14：00～18：

00（登録 13：00～） 

晩餐会 18：30～ 

開催場所：グランド・プリンスホテル新高輪

「飛天」の間 

登録料 ：15,000円（晩餐会含む） 

回覧いたしますので参加を希望される方は、

8/13（木）迄に事務局までメールまたは 

ＦＡＸください。 

幹 事 報 告 叶野聡幹事 

１． 例会変更 

川崎大師     8月 12日(水)  休会                      

川崎西      8月 14日(金)  休会 

川崎北      8月 12日(水)  休会 

         9月 23日(水)  休会 

川崎西北     8月 13日(水)  休会 

横浜西      8月 12日(水)  休会 

横浜あざみ    8月 12日(水)  休会 

２． 会報受理 

新川崎ＲＣ 川崎中原ＲＣ 川崎北ＲＣ 回

覧いたします。 

３． 2015-16年度活動計画書受理  

川崎幸ＲＣ 事務局にて保管しております。 

４． 本日（8/4）、例会終了後理事役員会がござい

ます。関係各位の出席をお願いいたします。 

５．  

お 祝 い ご と 
入会記念日 
朝山 秀男会員  井上 光明会員 
伊藤 文治会員  三木 治一会員 
中山 武夫会員  小川 慶一会員 
髙木 洋一会員  井上 裕司会員 
池田 亨 会員 
 
会員誕生日 
中山 武夫会員  川口 禮敬会員 
田中 信男会員 
 
配偶者誕生日 
細山勝三郎会員 紀江様 

合計 18件   20,000円 
累計 130件   182,000円 



 

【８月誕生日の田中会員、中山会員、川口会員（左から）】 

皆さん、とってもお元気です！！ 

 

新入会員卓話 柾木國義会員 
 

 

【波瀾万丈の生い立ちについて語る柾木國義会員】 

＜私の生い立ち＞ 

皆さん、こんにちは。 

本日は、私の入会卓話ということで、貴重なお時間を作

って頂きありがとうございます。あまりこういうことは

得意ではございませんが、どうか我慢して聞いて頂けれ

ば幸いです。 

私は、６７年前に東京浅草倉前で生まれました。 

当時の家族構成は祖母と両親、そして３人兄弟の三男と

して生まれました。 

朝倉寺から歩いて１５分、相撲の旧倉前国技館から 5 分

という倉前警察署横にある下町で、おもちゃ問屋の多い

ところでした。 

小学校、中学校と倉前で過ごし、高校生の頃、隣の墨田

区菊川に引っ越しました。 

高校は文京区白山の京北高等学校です。 

高校 1 年の終わりまでは大学に入る勉強をしていました

が、失恋のショックから軟派と少々の硬派となり、世間

で言う少し「ぐれている」に変身。遊びが過ぎて大学に

は入れませんでした。 

 

人生経験は色々積んだつもりです。 

高校卒業後、父親の知人の印刷会社に入社しました。最

初は職人の仕事でしたのであまりやる気が起きずにいた

ところ、専務が私を営業の仕事に誘ってくれました。 

夏までは真面目に勤めましたが、大学に入った友人から

海への誘いが良く来ました。無断で会社を２，３度休み、

これ以上続けると専務に悪いと思い会社を辞めることに

なりました。 

 

次は友人が勤務していた荒川区のレンズ光学会社です。

そこも職人の会社です。当時私は競馬にこっていまして

給料が貯まりませんでした。職人になる気にもなれず友

人には悪いのですがここも辞めました。 

 

給料の高い会社を探し、冷蔵庫内で働く荷役業者に勤め

ました。当時私の給料は１万８０００円ほどですが、日

給１４００円、夜間２８００円の現金は魅力でした。一

生懸命働きましたが、結果大好きな競馬場へ馬の餌をた

くさん運ぶことになりました。 

勤めの方は半年ほどで倉番になりました。倉庫の責任者

です。日給も上がり部下も４人くらいおりました。 

 

その頃、妻との出会いがありました。初めは親友の紹介

でパーティーで会い、１回で惚れました。 

次はピルゼンという銀座では有名な店で会いました。そ

こで彼女のことが色々分かり口説きました。 

彼女の父親は北池袋で酒屋を営んでおり、彼女はＭ銀行

の行員でした。結婚を考えると今の職業ではマズイと考

え、まず自動車の免許を取りに有名な会社に入ることに

なりました。 

東京畜犬という会社を受け、浅草営業所の営業員となり

真面目に勤めました。が、勤めてから１年半ほど経って

新聞で会社がバッシングを受けつぶれてしまいました。 



それでも彼女と結婚しました。 

 

会社が倒産してから２，３ヶ月後に浅草で浅草ケンネル

を設立、犬屋をはじめました。商売のイロハも知らず、

一番困ったのは資金です。数人の知人・友人に頭を下げ

て借金をして始めました。若さか馬鹿さなのか、今思う

と良くやったと呆れます。２号店までオープンするかし

ないかというところでつぶれました。 

残ったのは犬数十匹と借金です。 

犬は何とかして、借金は５，６年かかりましたが返済し

ました。 

 

犬屋での商売の思い出はお客様とのコミュニケーション

が密で楽しかったということです。でも、もう一度やれ

と言われたら断ります。犬屋は犬が好きでは商売になら

ないからです。 

 

その後、今の川崎の溝の口へ移りました。借金を返して

から大手のＴ運輸で運送の仕事を始めました。営業所の

所長を安いキャバレーに何度も連れて行っては仕事をも

らい、車の台数を増やして、軌道に乗せた矢先に事件が

起こりました。 

Ｔ運輸が白ナンバー問題でＴ警察署に呼ばれ、下請会社

４０社ほどが青ナンバーにするよう指導されました。 

青ナンバーにしてもたいした利益が出ないと思い辞める

ことにしました。社員は知人の運送会社へ行ってもらい

ました。 

 

数日すると運送屋の仲間から産廃の仕事をやらないかと

声が掛かりました。始めて見ると案外利益が出るのでま

た台数を増やし、多少儲かるようになりました。 

そのまま続けていればいいのに、何か物足りないと感じ

解体工事を始めました。 

色々なやり方を試してみました。その頃は真面目に働い

ていると次から次へと仕事が入ってきました。今考える

ともったいない話ですが、休みがとれない、疲れるとい

う理由で解体工事は断りました。今だったら何とかなっ

たでしょうが・・・ 

 

町田方面で地主の紹介で埋め立ての仕事が入りました。

地主が８人で埋立組合を作り私が工事を担当し、埋め立

てを始めました。これはかなり儲かりました。そしてそ

れがきっかけで重機ダンプ業界に入りました。 

 

みなさんも経験されたと思いますが、バブル期は株・ゴ

ルフ場・土地、また仕事では元請で建設業、不動産業に

も手を付け株では儲かったものの最後は大変な穴を空け

てしまい、ゴルフ場も土地も失敗してしまいました。 

５，６年前までその損害を埋めるのに大変くろうしまし

た。 

 

現在は３年前に長男に社長を譲り、後見人として死ぬま

で現役を続けたいと思っております。 

また、中ロータリーの一員として、人間として正々堂々

と生きたいと思っています。 

 

以上、簡単ですが、私の入会卓話とさせて頂きます。 

くだらない話申し訳ありませんが、これから中ロータリ

ーの皆さんの仲間として仲良くやっていきたいと思って

おります。 

本日はご静聴ありがとうございました。 

                       

新入会員卓話の感想 

 

【柾木國義会員の息子さんである川崎北ＲＣの柾木永一

郎さま・お父様の卓話を見守るつもりが、突然、壇上に

立たされる羽目に・・・】 

 

柾木永一郎さまにおかれては突然の指名にも関わらず、

感想をありがとうございました。 



小さい頃に、お父様がお花見で喧嘩して血だらけになっ

て帰ってきたというエピソードを交え、面白おかしく話

をして頂きながら、他方、お父様を思う気持ちが伝わっ

てくる素晴らしいお話でした。 

これからも親子仲良くＲＣライフを満喫してください。 

（会報委員長 長谷山 尚城） 


