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2018 － 19 年度　　国際ロータリーのテーマ
『インスピレーションになろう』

RI 会長　　バリー・ラシン

川崎北ロータリークラブ会長の方針
『成功するまでち

・
が
・
う
・
ことをやり続ける！！』

会長　佐久間 馨
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第2816例会	 平成 30 年 8 月 8 日（水）

点　鐘 佐久間 馨 会長

スマイル体操 入来 武久 親睦委員

司会と斉唱 松下 幸夫 会場監督
横山 芳春 ソングリーダー

「我等の生業」

お客様紹介 佐久間 馨 会長
ゲストスピーカー　川崎中原 RC 市川 功一 様
川崎鷺沼 RC 小川 湧三 様

出席報告 生垣 繁 出席委員長
会員数 58 名 出席 29 名 欠席 29 名

（対象外 7 名） 出席率 56.86%
前々回訂正 欠席 20 名 MAKE UP 5 名

（対象外 4 名） 訂正出席率 79.63%
欠席者

朝山君 星野（博）君 星野（妃）君 花田君 波木井君 
平野君 石井君 石原君 川野君 北村君 
小林（政）君 上山君 小林（美）君 三浦君 溝淵君 
松山君 峯岸君 三平君 柾木君 野口（哲）君 
野口（隆）君 大部君 世良君 重田君 関君　 
色摩君 谷口君 若林君 藁科君

会長報告 佐久間 馨 会長
1. 川崎とどろき RC 直前会長 齊藤 巖 様が 8 月 5 日に

ご逝去されました。享年 71 才
　　通夜：8 月 11 日（土）18：00 ～ 19：00
　　告別式：8 月 12 日（日）10：00 ～ 11：00
　　会場：セレモニア平安会館 みやうち
　　※心よりご冥福をお祈りいたします。
2. 第 2 グループ会長 ･ 幹事会開催
　　（幹事クラブ：川崎北 RC）
　　日時：9 月 11 日（火）18：00 ～
　　会場：美景鮨

幹事報告 相良 久征 幹事
1. 地区からの来信
　RLI（ロータリーリーダーシップ研究会）パートＩの

　参加者募集（再度）
　日時：9 月 9 日（日）8：30 ～ 16：30
　会場：聖光学院中学高等学校
　※出席対象者：今まで受講した事のない会長、会長
　　エレクト、幹事、クラブでの推薦およびロータリー
　　を一層理解したい方、将来有望な中堅の会員の方々
2. 他クラブ例会臨時変更

●川崎中原 RC　
　8 月 16 日の早朝例会を、23 日（木）に変更
　会場：ホテル精養軒　点鐘 7：30

3. 例会情報（理事会議事録にも掲載）
　　・8 月 15 日（水）休会
　　・8 月 22 日（水）点鐘 12：30
　　　会場：二子玉川エクセルホテル東急
　　・8 月 29 日（水）点鐘 18：30
　　　会場：二子玉川エクセルホテル東急　
　　・9 月 5 日（水）点鐘 12：30　理事会

委員会報告
親睦委員会　齊木 貴 委員長
• 夜間例会のご案内
　　日時：8 月 29 日（水）
　　会場：二子玉川エクセルホテル東急
　　会費：会員 7,000 円、ご家族 5,000 円、
　　　　　会員ゲスト 10,000 円、お子様 2,000 円
社会奉仕委員会　妻鹿 琢生 委員長
毎年恒例の赤い羽根共同募金のお知らせです。
皆様、ぜひ、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
地区青少年奉仕委員会　戸川 俊雄 委員長
8 月 3 日（金）、地区青少年奉仕委員会に出席してきま
した。6 クラブあるなかローターアクトの例会は月にそ
れぞれ 2 回開かれています。皆様も、ぜひ積極的にご
参加ください。

卓話
 ジェクト（株）市川 功一 様（川崎中原 RC）
当社は、私で 4 代目になりますが、もうすぐ創業 100
年を迎えます。はじめは、旧原家住宅を建てたり、戦
前は、宮大工の仕事もしていました。その後は、昭和
20 年代後半から急増してきた学校の建設をはじめとし



て、長きにわたって官公庁の建
築請負が当社の業務の中心にな
りました。30 年くらい前から
は、地元資産家の資産運用の一
環として、賃貸マンションの建
設が盛んとなり、当社も建設工
事が主力となりました。それに
伴い、会社の事業における不動
産部（賃貸管理）の役割も大き

くなり、最近ではメゾネット型賃貸や戸建賃貸も多く
行っています。

その他には、趣味を楽しむコンセプトマンションも増え
ています。「ワールドビジネスサテライト」でも紹介さ
れましたが、犬好きな方用のコンセプトマンションに
は、犬のトリミングができる施設がついていたり、敷地
内にドッグランがついていたりします。アート好きな方
には、アートスペース付きのギャラリーのようなロビー
があるマンションなどもあります。シェアハウスもい
くつか建てました。

社内の活動としては、定期的に「改善発表会」を開いて、
社内のいろいろなことについてアイディアを出し合い、
改善していこうということをしています。社内のコミュ
ニケーションも大切だと思いますが、当社では、「コミュ
ニケーション費申請書」を提出すると、会社が費用の一
部を出して社内のコミュニケーションの円滑化を促す
ようにしています。また、サンキューカード、お礼のメッ
セージカードなどもお互いやり取りして、それを社内
に掲示したりもしています。研修としては、アメリカ
に建築不動産の視察なども行っています。

また、地域に根付いた活動としては、最近流行の DIY
教室と婚活を合わせた「婚活 DIY」や、料理教室など
も開いています。茶道教室は今年で 27 年目になります。
余った木材を使って、夏休みには 100 人以上も参加す
る「親子工作教室」や「子どものための技術講座」な
どもやっています。「コンクリート祭り」は、ミキサー
車を呼んで、子どもたちにいろいろな体験学習をさせ
てあげるイベントです。川崎市と一緒になって行うイ
ベントですが、前回は 800 人ほど参加者が集まりました。

ご清聴ありがとうございました。

ニコニコリポート 松下 幸夫 会場監督
川崎中原 RC 市川 功一 様

いつもお世話になっております。本日は、よろしく
お願いいたします。

川崎鷺沼 RC 小川 湧三 様
お世話になります。市川様の卓話を聞きにきました。

佐久間 馨 会長、貝田 洋 副会長、相良 久征 幹事
ゲストスピーカー川崎中原 RC 市川 功一 様、卓話よ
ろしくお願いいたします。

市川 清 君、吉岡 憲士 君
ジェクト（株）市川 功一 社長、本日の卓話、楽しみ
にしております。

戸川 俊雄 君、生垣 繁 君、渡邊 敏久 君、宮崎 秀樹 君、
小澤 秀昭 君、洪 征治 君、柳澤 信夫 君

台風が近づいています。皆様、寄り道せずに早く帰
りましょう。市川さん、悪天候のなか、ありがとう
ございます。卓話、とても楽しみにしております。

武田 信平  君
8 月 1 日に行われた J リーグ第 19 節フロンターレ
対浦和レッズ戦は、序盤で犯したミスからの失点を
引きずったまま、決定的なチャンスを何回も外し、0
対 2 で敗れました。続く 5 日に行われた第 20 節横
浜マリノス戦は、フロンターレらしい攻撃で小林が
2 点をあげ、神奈川ダービーを制しました。この結果、
台風による順延で 1 試合少ない状態ですが、勝点 36
で 3 位につけています。今週 11 日から 25 日までの
2 週間に 5 試合の連戦が控えています。コンディショ
ンに気を付けて頑張ってもらいたいです。
大塚さん、谷口さんには、日本アンプティサッカー
日本選手権に対するご協賛をいただきました。元会
員の冨澤さんからもいただきました。誠にありがと
うございます。また、ワールドカップ参戦のクラウ
ドファンディングにつきましては、佐久間会長、相
良幹事のご協力により、第 2 グループの各クラブを
回ってお願いをすることができました。北クラブの
皆様を含めて多くのご支援を得ることができました。
皆様の友情に心から感謝を申し上げます。

松波 登 君
先日の大塚年度慰労会には、沢山の会員に参加いた
だきありがとうございました。会費の残金をニコニ
コに入れさせていただきます。

入来 武久 君、茂木 常夫 君
先日の空手国際大会祝勝会に際しましては、あたた
かいお祝いをいただきありがとうございました。お
かげ様で盛会となりました。

クルーズ 由美子 君
ゲストスピーカー市川様、本日よろしくお願いいた
します。勉強させていただきます。

岡本 徳彌 君、入来 武久 君、横山 芳春 君、大塚 正一 君、
帯谷 昌充 君、松下 幸夫 君、齊木 貴 君、石坂 想 君

中原 RC 市川 功一 様、本日の卓話、楽しみにしてお
ります。


