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第2747例会	 平成 29 年 2 月 1 日（水）

点　鐘 松波 登 会長

スマイル体操 相良 久征 親睦委員

司会と斉唱 野口 隆一 会場監督
山川 哲史 ソングリーダー

「君が代」「奉仕の理想」

お客様紹介 妻鹿 琢生 親睦委員
 川崎あざみ RC　一樂 祥子 様

出席報告 北村 善市 出席委員

会員数 60 名 出席 42 名 欠席 18 名
（対象外 6 名） 出席率 77.78%
前々回訂正 欠席 24 名 MAKE UP 5 名

（対象外 8 名） 訂正出席率 77.36%
欠席者

朝山君 花田君 濱田君 生垣君 小林（政）君 
貝田君 上山君 三浦君 溝淵君 峯岸君 
松尾君 三平君 大部君 重田君 佐久間君 
渡辺（伸）君 藁科君 横山君

お祝い 齊木 貴 親睦委員
お誕生日おめでとうございます！

 ●会員誕生日
北村 善市 会員 齊木 貴 会員 佐久間 馨 会員 
波木井 輝昭 会員 関 孝篤 会員
 ●ご夫人誕生日
松波 幸子 様 川野 則子 様 村山 幸代 様
 ●結婚記念日
世良 俊昭 会員 谷口 一成 会員 濱田 敦大 会員
 ●入会記念日
宮崎 秀樹 会員 大部 哲也 会員 貝田 洋 会員
 ●年間出席率 100% 以上
金子 房一 会員 洪 征治 会員 松波 登 会員

会長報告 松波 登 会長
1. 理事会報告（別紙議事録を参照）

幹事報告 大塚 正一 幹事
1. 地区からの来信

 • 4 月 22 日開催の「ロータリー経営大講演会」一般
の方向けのチラシ （一人 3 枚ずつポスティング済）
経営大講演会の目的は、広報 ･ 公共イメージの向
上及び会員増強にもありますので、入会候補者あ
るいはロータリアンに相応しい方々への招聘に積
極的にご活用ください。

 • 2 月のロータリーレート
１ドル＝ 116 円

2. ロータリー財団 及びロータリー米山記念奨学会よ
り、確定申告用の寄付金領収書が届きましたのでお
渡しします。本日ご欠席の方には郵送させていただ
きます。

3. 川崎中原 RC より、例会のご案内
日時：2 月 16 日 （木） 11 時 30 分
後楽園飯店に集合後、例会　その後、東京ドーム「世
界らん展」に移動し、都倉八重子会員のフラワーデ
モンストレーション見学
ビジター費：4,800 円 （らん展チケット代含む）

4. 他クラブ例会臨時変更
●川崎大師 RC

2 月 22 日 （水）  創立記念例会 
横浜ベイシェラトン & タワーズ 3F

「彩龍」　点鐘 18：00

委員会報告
帯谷 昌充 次年度幹事

被選理事会を開催します。
日時：2 月 8 日 （水） 11 時 30 分～
会場：クイーン・アリス ガーデンテラス日吉
※ 次年度理事・役員の皆様はご出席くださいますよ

うお願いいたします。



入会卓話
小林 美和 会員

『人生をグラフにすると ...』
私のこれまでの人生をグ
ラフにしてきました。こ
のグラフを使いながらお
話しをしていきます。
寒川町に生まれた私は、
高校生まで地元で育ちま
した。高校を卒業すると、

ファッションの勉強をするため、周囲の反対を押し切っ
て文化服装学院に入学しましたが、このときも実家から
通っていました。卒業後、『どんな仕事をしたいか』よ
りも『一人暮らしをしたい』ということを最優先して
就職先を選び、待遇や福利厚生を重視して、東京の会
社でデザイナー・パタンナーとして就職しました。
しかし、この会社での業務はやりたい仕事とかけ離れ
ていたので、2 年後に離職して実家に戻り、2 年間は国
内外でスノーボードばかりしていました。

このままではいけ
ないと思い、再び
就職します。アパ
レル販売の仕事に
就いて、実績を積
ん で い ま し た が、

『このままで良いの
だろうか』と葛藤

を抱えながら働く毎日を 3 年間過ごしました。
そんなとき、新しく立ち上げる技術の会社の事務と秘書
にという誘いを受けて転職します。最初は会社も順調
だったのですが、2 年後、会社がうまくいかなくなって
しまい、退職することになります。グラフ中央左、30
歳のとき、人生最初の大きな落ち込みです。
その後 1 年間は、『会社がうまくいかなくなったとき、
力になれるよう勉強したい』という思いから、雇用・能
力開発機構のアントレプレナー課を受講します。一緒
に受講した人たちの「起業したい」という意識は、た
いへん刺激になりました。そんな中、元の上司から、「技
術の会社を起こしたいが、自分は技術屋なので、経営
を任せたい」という打診を受け、元上司が取締役で私が
社長となり、 （株） ソートプランナーを立ち上げました。
経営が軌道に乗ったころ、「技術のほかにも経営の柱を
作りたい」と提案し、自分の好きなワインを中心にし
た飲食店「KarinKarin」を武蔵中原にオープンしました。
最初の 1 年は苦労が大きかったのですが、なんとか軌
道に乗り、順調になってきたころ、今度は技術部門の
売上が減少してきたため、こちらを切り離し、飲食業
に一本化することになりました。
東銀座に第 2 の飲食店を出店したのですが、こちらが
うまくいかず、KarinKarin にも影響が出てしまい、人

生 2 度目の大きな落ち込みを経験します。グラフ中央右、
37 歳のときでした。
1 年後、東銀座の店をイタリアンに変えてリニューアル
してから、なんとか持ち直します。2 店舗で支え合って
業績を伸ばしていたところ、イタリアンのシェフが独
立することになりました。アパレル時代の友達に声を
かけ、銀座の店を家庭料理を出す「アミメキリン」に
リニューアルしたところ、メディアにも取り上げられ、
業績は順調です。
このころ川崎北 RC に入会しました。会員の皆様には
KarinKarin をご利用いただき、ありがとうございます。
現在、3 店舗目を出店するべく、物件を検討中です。人
生のグラフの未来は希望を込めて右肩上がりにしてみ
ました。今後ともよろしくお願いいたします。

ニコニコリポート 松下 幸夫 副会場監督
横浜あざみ RC 一樂 祥子 様

いつもインターアクトでは皆様にお世話になって
おります。次年度、米山様には米山奨学委員会の
委員をお願いすることになりました。よろしくお
願いいたします。

松波 登 会長、大塚 正一 幹事
小林さん、入会卓話よろしくおねがいします。

武田 信平 君
フロンターレは、1 月 17 日より宮崎県綾町にて、身
体作りを主とした 1 次キャンプを張っておりました
が、けが人を出すこともなく 28 日に無事に帰って
きました。2 月 3 日からは、沖縄の中城村にて 2 次
キャンプに入り、チーム戦術など開幕に向けた調整
を行っていきます。なお、アジアチャンピオンズリー
グは、2 月 22 日に韓国のスウォン・サムスン・ブルー
ウィングスを等々力に迎えて開幕します。また、Jリー
グは、25 日にアウェーの大宮戦で開幕します。

戸川 俊雄 君、世良 俊昭 君、渡邊 敏久 君、北村 善市 君、
洪 征治 君、柳澤 信夫 君

小林美和さんの入会卓話を楽しみにしております。
一樂さんようこそいらっしゃいました。楽しんで
ください。

川野 正久 君、宮崎 秀樹 君、米山 元章 君、松下 幸夫 君、
クルーズ 由美子 君、妻鹿 琢生 君

小林美和様、入会卓話がんばってね。
朝山 浩 君、帯谷 昌充 君、山川 哲史 君、茂木 常夫 君、
クルーズ 由美子 君、谷口 一成 君、村山 輝忠 君

小林美和さん、本日の入会卓話がんばってください。
楽しみにしております !

小林 美和 君
本日の入会卓話、とても緊張しておりまして、う
まく話せるか不安ですが、どうぞよろしくお願い
します。


