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点　鐘 大塚 正一 会長

スマイル体操 石原 安 親睦委員

司会と斉唱 朝山 浩 副会場監督
谷口 一成 ソングリーダー

「君が代」「奉仕の理想」

お客様紹介 峯岸 雅宏 親睦委員
地区国際奉仕委員長（川崎鷺沼 RC）
　石塚 勝 様
川崎中 RC 会長　小丸 日出夫 様
川崎中 RC 副会長　小泉 繫勝 様
川崎中原 RC　都倉 八重子 様
川崎西 RC　都倉 直子 様
米山奨学生　リーデル、ティモ マリオ 君

出席報告 宮崎 秀樹 出席委員長
会員数 57 名 出席 37 名 欠席 20 名

（対象外 5 名） 出席率 71.12%
前々回訂正 欠席 21 名 MAKE UP 5 名

（対象外 5 名） 訂正出席率 77.36%
欠席者

花田君 石井君 北村君 洪君 小林（政）君 
貝田君 上山君 三浦君 溝淵君 松山君 
茂木君 三平君 妻鹿君 野口（哲）君 重田君 
佐久間君 関君 相良君 色摩君 山川君

奨学金の贈呈
大塚会長から、リーデル、ティモ マリオ 君に米山奨学
金の贈呈が行われました。

お祝い 谷口 一成 親睦委員長
6 月祝事：おめでとうございます！

 ●会員誕生日
柳澤 信夫 会員　世良 俊昭 会員　貝田 洋 会員　
戸川 俊雄 会員

 ●ご夫人誕生日
若林 征矢子 様
 ●結婚記念日
小澤 秀昭 会員　峯岸 雅宏 会員
 ●入会記念日
戸川 俊雄 会員　北村 善市 会員　波木井 輝昭 会員
松山 直樹 会員　谷口 一成 会員　藁科 義弘 会員
 ●年間出席率 100％以上
平野 和枝 会員

会長報告 大塚 正一 会長
2018 ～ 19 年度 第 1 回会長 ･ 幹事会開催のご案内
　　日時：7 月 9 日（月）18：00 ～
　　会場：加賀料理 杉の家 やまぐち
　　※ 2018～19年度 佐久間会長・相良幹事、出席お願いします。

幹事報告 帯谷 昌充 幹事
1. 川崎フロンターレ中原アシストクラブより、総会開

催のご案内が届いております。
　　日時：6 月 15 日（金）18：30 ～ 19：00
　　会場：川崎信用金庫　武蔵小杉支店

2. 他クラブ例会臨時変更
●川崎とどろき RC
　6 月 18 日（月）銀座洋食 三笠会館 武蔵小杉店

　　点鐘 17：30
　6 月 25 日（月）休会
●川崎中 RC
　6 月 26 日（火）ホテル精養軒 飛翔
　点鐘 18：00
●川崎高津 RC
　6 月 21 日（木）休会
　6 月 28 日（木）ホテル KSP　点鐘 18：00

委員会報告
松波 登 直前会長
大塚会長年度 慰労会のお知らせ
　日時：8 月 1 日（水）18：00 ～
　会場：武蔵小杉ザ・ガーデンタワーズイースト銀座洋
　　　　食三笠會館武蔵小杉店、会費 8,000 円
　※ 7 月 20 日（金）までに出欠席をお知らせください。



入会卓話
平野 和枝 会員

1975 年、熊本県、熊本市で生まれ
ました。家族は、夫と娘、父と母の
5 人家族です。住まいは今でも実家、
熊本市です。2017 年 4 月より単身
赴任で初めて実家を出て、川崎に来
ました。野村證券、武蔵小杉支店で
支店長をしています。幼少期の習い
事は、ピアノ、フルート、書道、ス

イミングで、部活はソフトボール、水泳、バスケと、誘われ
ればなんでもやるような性格の子どもでした。中学・高校は、
厳格な校則の女子高に通っていましたが、友人に恵まれ、今
でも家族ぐるみのお付き合いをしています。ちょうどその頃、
ドイツ人の留学生を我が家であずかり、その出会いで、日本
と外国、文化と理解の隔たりを知り、国際交流の重要さを知
りました。

大学は熊本の大学でした。一人っ子だったこともあり、両親
に県外の大学に行くことは反対されました。大学時代は、祖
母のやっていた華道教室の手伝いをしていました。大学進学
で県外には出してもらえなかったような厳しい両親でしたが、
なぜか海外旅行は許してくれ、海外旅行に 14 カ国行き、の
んびりとした生活を送りました。やがて、大学を卒業し、就
職活動を始める頃になると、「生きる力がない！」と人生初
めて愕然とし、しかも就職難でなかなか就職できませんでし
た。新聞社、テレビ局、色々受けましたがいつも最終で落と
されたりと落ち込んでいました。そこで、自分の大学の教授
に相談に行ったところ、「証券会社なんかいいんじゃないか」
と言われ、野村證券を受けました。一度不採用になりましたが、
なんとか補欠採用で拾ってもらいました。

野村證券に就職すると、まず熊本支店に配属されました。証
券会社って何するところだろうというほど、新人時代は、世
間知らずでみんなについていけませんでしたが、先輩や、お
客様に助けられなんとか今に至っています。25 歳で結婚、27
歳で出産、2 年間育児休暇の後、29 歳で復帰しました。その
頃の時代背景は、アジア通貨危機、IT バブル、不良債権問題、
リーマンショックなどと続き、ほぼ低迷時代続きでした。野
村證券も 20 年間で変わり、資産管理業へと力を入れていく
ようになり、それに伴い、インドやヨーロッパへ研修にも行
きました。武蔵小杉支店に赴任となった今は、月に 3 ～ 4 回、
飛行機で熊本に帰っています。ロータリーに入り、様々な出
会いがあり、色々な方と交流させていただいています。支店
長として武蔵小杉にこられてよかったなと思います。参加し
て初めてわかるロータリークラブの良さ、異業種交流、ネッ
トワークを活かした法事活動、グローバルな観点、とても勉
強になっています。地域社会の様々な奉仕活動に取り組まれ
るロータリアンの方々に、色々なことを学ばせていただいて
います。これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

ニコニコリポート 柾木 永一郎  副会場監督
地区国際奉仕委員長 石塚 勝 様（川崎鷺沼 RC）

いつもお世話になります。皆様にお会いしたく、また、平野

様の卓話を拝聴いたしたく、お邪魔いたしました。よろし
くお願いいたします。

川崎中 RC 会長 小丸 日出夫 様、 川崎中 RC 副会長 小泉 繫勝 様
大変遅くなりましたが、本日は川崎北 RC の新しい例会場
へ 2 人で表敬訪問に参りました。よろしくお願いいたしま
す。平野様、本日の卓話が楽しみです。

川崎中原 RC 都倉 八重子 様、 川崎西 RC 都倉 直子 様
いつも大変お世話になっております。本日の卓話、楽しみ
にして参りました。お世話になります。

大塚 正一 会長、入来 武久 副会長、帯谷 昌充 幹事
平野会員、本日の入会卓話、楽しみにしております。よ
ろしくお願いいたします。

武田 信平 君
日本サッカー協会は、5 月 30 日のガーナ戦を終えて、ロ
シアワールドカップの日本代表メンバーを発表しました。
フロンターレからは、大島僚太選手が選ばれましたが、小
林悠選手はケガのため漏れました。ワールドカップまで時
間のない中で代表監督が交代し、ガーナ戦には敗れるとい
う状況にありますが、本戦までに修正をしてまずは予選リー
グを突破してもらいたいものです。

小澤 秀昭 君、小泉 昌彦 君
平野さん、入会卓話、期待してます。

松波 登 君、米山 元章 君、横山 芳春 君、松下 幸夫 君
平野さん、入会卓話、おめでとうございます。楽しみにし
ています。

生垣 繁 君
この度、生垣製作所代表取締役社長を退任して、取締役会
長を就任いたしました。ロータリークラブのほうは頑張り
ますので、よろしくお願いいたします。

齊木 貴 君
川崎中クラブ 小丸会長、小泉副会長、本日はようこそ
お越しくださいました。以前より連絡をいただいており、
楽しみにお待ちしておりました。

平野 和枝 君
本日は入会卓話をさせていただきます。大変緊張してお
ります。お聞き苦しい点もあると思います。精一杯頑張
りますので、よろしくお願いいたします。

ビール同好会：戸川 俊雄 君、生垣 繁 君、渡邊 敏久 君、川野 正久 君、
宮崎 秀樹 君、大部 哲也 君、洪 征治 君、柳澤 信夫 君、武田 信平 君

平野会員、入会卓話おめでとう。みんなで熊本にあそびに
いきたいなぁ。大塚会長、帯谷幹事、残すところあと 1 ヶ月、
頑張ってください。

出席委員会：宮崎 秀樹 君、生垣 繁 君、入来 武久 君
平野会員、入会卓話、楽しみにしております。頑張って
ください。

プログラム委員会：クルーズ 由美子 君、朝山 浩 君、波木井 輝昭 君
平野さん、本日の入会卓話、楽しみにしています。よろ
しくお願いいたします。

親睦委員会：谷口 一成 君、峯岸 雅宏 君、柾木 永一郎 君、
小林 美和 君、石原 安 君

平野さん、本日の入会卓話よろしくお願いいたします。
楽しみにしております。ゲストの皆様、ようこそいらっ
しゃいました。例会、楽しんでいってください。

柾木 永一郎 君
先日、クラブの代表として中原消防大会に出席させていた
だきました。炎天下の中、消防団員として、横山さん、峯
岸さん、山川さん、ご苦労様でした。


