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  会長 加藤 博                                 

              皆様こんばんは 
本日は寒くてお忙しい

所ご出席いただきあり

がとうございます。 
先程 6：00 より理

事会がありました。18
日は第5グループ I・M
大会です。熊谷文化創造 

会館において 13：30 点鐘になっています。全員登

録ですし、1 人でも多くのメンバーの方にご出席を

お願い致します。 
今週の土曜日から姉妹クラブ、アッパーヤラロー

タリークラブへ萎沢副会員、植竹委員長と私合計で

6 名で行って参ります。先程は理事会にてお産物代

をいただけることになりまことにありがとうござい

ます。精一杯南ロータリークラブの現況をお知らせ

して、お役目をはたしてきたいと思います。そのた

めにも本日ビデオを撮りますが、よろしくお願い致

します。 

 
1週間の南ロータリークラブの関係としては1月31
日に共催しています植竹委員長がやっている学びあ

い支えあい朗読コンサートがあり富岡市長、小島先

生をはじめ 1000 人以上の方が文化創造館にきてい

ただき、大成功に終りました。佐川直前会長さんに

もきて頂いております。2 月 3 日は高城神社にて節

分祭があり、まめまきをしてまいりました。棚沢エ

レクトさんも来ておられたので一緒に福は内 鬼は

外とやってきました。又 本日はホテルガーデンパ

レスと紅葉屋本店の下田会長のお別れ会があり午後

からこちらに来ました。澤田さん 岡部さん 岡本

さん 橋本さんが来ていらっしゃいました。外の方

も多分来ていらっしゃったでしょう。 
地区委員のご推薦は次年度 ガバナーより山口茂さ

んをと言う推薦があり理事会でもそうすることに決

まりました。 
最後ですが先週の例会見学会は多くの方をお呼び

頂きありがとうございました。ぜひその中から1人

でも入会者が出ますように祈って挨拶とさせていた

だきます。 
 

Ｎｏ．２７ 

 

会 長 挨 拶 

本日のプログラム ２月１８日（水）第 2570 地区 第5 グループ IM 

左から会員誕生日の島﨑次弘会員と加藤公一会員 
オーストラリア・アッパーヤラへ出発する加藤博会長・植竹知子会員・萎沢利行会員 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜親睦活動委員会＞ 
 

李 一孝 委員長 

 
 加藤年度の親睦旅行が本日の理事会で承認され

決定しましたのでお知らせします。 
日時は５月24日の日曜日、ＴＢＳ赤坂サカスにあ

るＡＣＴ劇場に 12 時に集合です。そこでミュージ

カルを観て同じく赤坂サカスにあるヴィエイユ・ヴ

ィーニュ マキシム・ド・パリにて食事をして頂き

ます。 
 
 ＡＣＴ劇場のミュージカルは「ザナドゥ」でオリ

ビア・ニュートン・ジョンのヒット曲に乗せて送る

大ヒットミュージカルです。 
 ミュージカル観賞後にいよいよ「ヴィエイユ・ヴ

ィーニュ マキシム・ド・パリ」での食事を楽しん

で頂きます。今年度は美味しいワインをからめて会

員の皆さんの親睦を図りたいというのが親睦委員会

のテーマでしたが、この店も 1 階がグラス一杯   

ウン万円という高価なワインをグラス単位で楽しめ

るフロアーになっており、2 階が本格的なフランス

料理を楽しめるフロアーになっています。当日は厳

選したワインを準備して豪華なフランス料理を楽し

んで頂く予定です。ぜひ奥様も誘ってご一緒に参加

してください。 
 
 案内はあさっての金曜日にＦＡＸでお送りしま

す。大変申し訳ありませんが、ミュージカルのチケ

ットを確保する都合上、時間の猶予が来週の１１日

までしかありません。どうぞご理解の上、たくさん

の皆様のご参加をお待ちしております。よろしくお

願い致します。 
 
 

         ＜職業奉仕委員会＞ 

 
 

棚澤 正行 
 会長エレクト 

 
 
先週の1月31日土曜日 川越の氷川会館 職業奉

仕研修会に行ってきました。 
ガバナーのあいさつから始まり私の職業奉仕につ

いてという体験発表がありました。 
最初に 
（株）亀屋社長（和洋菓子） 

山崎 嘉正（川越RC） 
（株）ワイ・インターナショナル社長（自転車） 

吉田 靖夫（志木RC） 
（株）北斗ハウジング社長（不動産）      

上田 福三（所沢東RC） 
（株）エフジーケー社長（板ガラス販売）     

高野 一吉（深谷東RC） 
（株）八木橋社長（デパート）          

 八木橋 宏純（熊谷RC） 
（株）フタバスポーツ社長（サッカー用品販売） 

橋本 正彦（朝霞RC） 
 
中でも印象に残ったお二人の話を少しさせていた

だきます。 
 
４番目の第四グループの高野（こうの）様のお話で，

成功話ではなく苦労話ということでした。 
この方は昭和39年設立のサッシ屋さんでした。 
要は手形商売であるということで不良債権をつかむ

という業種であるということです。世の中には民事

再生法というのが平成 12 年 7 月から施行になり，

それを3回も悪用している会社があるそうです。 
 また，噂倒産ということが事業をしているうえで

障害になったそうです。 
父親から息子の代になったからダメなんじゃないか

委 員 会 報 告 

幹 事 報 告 
高田直樹 幹事 

司会 進行 
小野寺弘行ＳＡＡ 



という信用不安を流されたり，不渡り手形をつかま

されると同業者が「あそこは潰れるよ！」とうわさ

を流してみたり，仕入れ先が取引をしたくなく値上

げをしてみたり，万事休すという状態があったそう

です。 
事業が悪いと気がめいってしまい，普段であればで

きるはずのことができなくなったりしたそうです、

その時母親に「何をやっているんだ。覚悟が足りな

い。心を強く持て！」と言われ，死ぬ気で頑張った

そうです。 
当初の 2000 万の手形の不渡りの手形は取引先の土

地に抵当をつけておいたので，最初は判子代 20 万

で抹消してくれと言われた抵当権がバブルもあり

1750万円になったこともあり、真剣に頼み込んでお

付き合いを続行していただいた方たちに支えられて

現在に至っているそうです。 
「重たい話なので、派手な成功話でなくてスイマセ

ン！」と言って〆てました。 
もうひと方，大変勇気というか元気をくださった

方でした。 
ワイ・インターナショナルの吉田社長です。5 坪か

らスタートし，24歳の時、親のやっていた自転車屋

を自分がやることになってしまったそうです。 
自転車のことは全くわからなかったのですが，欧米

に仕入れに行く吉祥寺の自転車屋に視察に行き， G
ケースを置いて見よう見まねでオーダーメイドの自

転車を始たそうです。 
現在は自他共に認める日本一の 90%以上は輸入品

の自転車メーカーで、100人で40億円の売り上げ。 
支店 19 でマウンテンバイク本体と部品を扱い，赤

坂や徒町にも出店し、大阪心斎橋に230坪の大型店

舗を出店したそうです。 
 6 ヶ月以上空き家になりしばらくたった物件を持

って来いと不動産屋に話しているそうです。それだ

け自分の商売に自信があるということでした。 
最初は自転車のことなど全くわからず，お客様に教

えていただき一緒にサイクリングとか行きながら覚

えたそうです。 
 また出店も御徒町に出した店などはサイクリング

ウェアの専門店で競合がないそうです。 
「 現在何か買おうとしたときはまずはパソコンで

しょう。そこでよくわからなければ息子か娘に何を

買ったらいいか調べてもらいますよね、ということ

はホームページが良くないと，その会社は対象外と

いうことです。ホームページ上で商品は売っていま

せんが，1 日 1500 人見に来ている、当社は売り上

げの0.5%しか宣伝費をかけていない」だそうです。 
新商品などが出た時もメーカーから2番には行かな

くても1番には話が来るというのが業界トップにな

って感じたことだそうです。 
 IPO（株式公開），ジャスダックを最近は意識して

いるそうです。 

そこで血液型はB型（あまり考えないということ）

がよかったのかなと思っているそうです。 
しかし速攻型であり情熱と前進のB型です、情熱が

強いということは思ったことは必ずできると信じる

ことです。 
今日がんばるのではなく，今日のために3か月前に

何をしたか，3 ヵ月後の自分を考えて行動していた

ということです。 
 
 
 6 名のうち，5 名のお話を拝聴したのですが，月

末ということもあり集金に行かなくてはならないの

で，八木橋さんのお話まで拝聴して後ろ髪をひかれ

る思いで会場を後にいたしました。 
 以前も出席したことがあるのですが，今回のこの

職業奉仕セミナーはコンサルタントの講演を聞くよ

りも商売をしていくうえで大変ためになりました。 
以上 

 
 

＜国際奉仕委員会＞  

 
 
 榎本信哉 委員長 
 
 
 
 
 今週末に、加藤会長・萎沢副会長・植竹会員の３

人がオーストラリアへ出発します。国際交流は加藤

会長の今年度の目標であり、姉妹クラブであるアッ

パーヤラ訪問は念願でした。クラブとしても理事会

の承認を頂き、些少ですがお土産代をお渡ししたい

と思います。 
こちらは今一番寒い冬ですがオーストラリアは真

夏で特に今年は猛暑のようです。体調に十分気をつ

けて行って来てください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 出 席 報 告   例会日 ２月４日 

 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
２７  １８  ９ ０ ６７％ 

 
 

 ニコニコ BOX 

 

 

加 藤  公 一   

副  委 員 長 
 

 

加藤博会長・高田直樹幹事 

 本日はお忙しいところご出席ありがとうございま

す。18日は第5グループ IM大会です。13:30点

鐘、皆様のご出席よろしくお願い致します。今週

の7日土曜日から、姉妹クラブアッパーヤラロー

タリークラブへ訪問してきます。アッパーヤラの

メンバーの方々も大歓迎の準備をしてくれてい

ます。あちらでみせるビデオを今日撮らせていた

だきます。お土産代ありがとうございます。 
萎沢利行会員 

 アッパーヤラロータリークラブに訪問してきます。

会からのご配慮いただき有難うございます。 
佐川順一会員 

 今週、7 日に出発する、加藤会長・萎沢副会長、

植竹会員、オーストラリアは今、真夏の猛暑だそ

うです。くれぐれもお体に気をつけて。あちらで

も両クラブの友好を分かち合って下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

植竹知子会員 

 1 月 31 日人とのふれあいエピソードの朗読コン

サート、1000 人満員盛会に終了致しました。本

日、当日配布した冊子等、皆様にお配りしました。

又、オーストラリアに持参予定の熊谷地粉で焼い

たパウンドケーキもどうぞ召し上がって下さい。

ありがとうございました。 
榎本信哉会員 

 私のクリニックの看護婦さんの1人が、昨日まで

1 週間、オーストラリアに行ってきました。メル

ボルンは猛暑だそうです。会長、萎沢先生、植竹

さん、短パンとTシャツが必要らしいですよ。お

気をつけて行ってきて下さい。 
[会員誕生] 
加藤公一会員 

 誕生日を祝っていただきありがとうございます。

めでたさも半分に近く減った様な気がしますが、

おめでたい人間である事はそのまんまかな。 
島﨑次弘会員 

 誕生日を祝っていただきありがとうございます。 
[奥様誕生] 
棚澤正行会員 

 妻に美しい花をありがとうございます。 
奥田尚幸会員 

 妻に美しい花をありがとうございます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

熊谷南ロータリークラブ 

会報 広報(ＩＴ)委員会  
島﨑次弘・植竹知子・井上哲孝 

TEL  048-522-6143 FAX  048-522-6153 
E-mail: ksr@kumagaya‐south‐rc.com
http://kumagaya-south-rc.com/ 
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