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今日のお祝い　「おめでとうございます。心よりお慶び申し上げます。」

＊夫人誕生日
　國方達央君（秀子夫人24日）

点鐘　…髙橋　宏会長

斉唱　…奉仕の理想

会長報告

◎ガバナー事務所　より
・退会防止への取り組みに関するお願い
・５月のロータリーレート　１ドル＝１０２円

◎ＲＩ事務局　より
・[ＲＩＪＯ－ＦＡＱ]2014－15年度の会員増強目

標入力について
・半期報告のための会員データ更新期限について

◎米山記念奨学会　より
・ハイライトよねやま１７０号

◎厚木市役所　より
・第５回[県央相模川サミット]

六市町村合同クリーンキャンペーンへの参加について
◎厚木３クラブ合同親睦ゴルフコンペのお知らせ

平成２６年６月１２日(木) ８時３０分集合
大厚木本コース　南・東コース　９時２９分スタート

幹事報告

◎例会変更
・大和中ＲＣ

５月　１日(木)  →　取り止め例会　
（クラブ定款第６条第１節（C）による）
６月２６日(木)  →　取り止め例会

（クラブ定款第６条第１節（C）による
・海老名ＲＣ

５月　５日(月)　→　法定休日につき休会
５月２６日(月)　→　夜間親睦例会　１９: ００点鐘

中華料理　玲鈴

・海老名欅ＲＣ
５月　１日(木)　→　休会
５月１５日(木)　→　移動例会　大欅清掃

１２：３０～１３：３０
５月２２日(木)　→　夜間例会

１８：３０～２０：３０
５月２５日(木)　→　移動例会　

「えびなクリーン作戦」（東柏ヶ谷周辺の清掃）
◎週報

・寒川ＲＣ

委員会報告

◎新世代奉仕委員会 委員長 滝澤　勇君
・ティーボール大会開催報告（5/6）

5月6日（火）に市営及川球技場に於いて、厚木
ロータリークラブ会長杯第二回厚木オープンふ
れあいティーボール大会を開催しました。

当日午前９時３０分からの開会式には、髙橋
宏会長、常盤幹事をはじめ、１０名の会員にご参
加いただきました。ご参加いただいた会員の皆
様、お忙しいところ、ありがとうございました。

会場にはRI2780地区と厚木ロータリークラ
ブの幟旗各２本を、そして End Polio Nowの
タペストリー２枚を飾り、髙橋会長からロータ
リークラブの活動についてご紹介いただき、公
共イメージの向上にも貢献できたと思います。

この大会には、１３チームが参加し、ティー
ボール協会の発表では、選手と父母等を含める
と、参加者は３００名以上にのぼったとのことです。

当日の様子は、取材に来たケーブルテレビ
の「こちらワクワク情報局」という番組で、昨日

第2607回例会（5月13日）☆司会　十亀健志 副SAA

今日の例会（2014 年 5 月 20 日）

「よりよいクラブをめざして
“これでよいのか厚木ロータリー”その２」

担当：吉岡　敏君

次回の例会（2014 年 5 月 27 日）

「未定」
担当：三橋一皓君
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１２日から放送されています。また、１６日（金）
のタウンニュースにも記事が掲載される予定に
なっています。

◎社会奉仕委員会 米山尚登君
・厚木市より５月１８日、午前７時半より８時半ま

で河原のゴミ拾いを行うそうです。場所は三川
合流点又は旭町スポーツ広場だそうです。

スマイル

恵津晴夫君
本日より入会いたしましたエヅです。よろしくお願
いいたします。

髙橋　宏会長・常磐重雄幹事
横浜銀行 恵津様入会ありがとうございます。これか
らよろしくお願いします。又本日、新会員の御紹介を
いただいたという事で黄金井康巳さん、壽永さん、前
田賢一さんにブルーピンがRIより届きました。又、更
に御紹介頂くとブロンズのピンらしいです。他の皆
様もよろしくお願いします。又、5/6のティーボール
大会多数の会員の御参加ありがとうございました。
小林　透君
恵津さん入会おめでとうございます。よろしくお願
いいたします。

飛鳥井豊君
長い間休ませていただきました。今日は久し振りに
出席いたしました。

壽永純昭君
飛鳥井先生の復活、心よりお喜び申しあげます。ご健
康に留意され、生涯ロータリアンを目標にがんばっ
てください。

会田義明君
飛鳥井会員、本日は復帰おめでとうございます。久々
にお元気な姿を拝見して安心致しました。お祝いの
スマイルをさせていただきます。
柳田純昭君
4月28日次女夫婦に女の子が生まれました。これで孫
は男女2人ずつ4人となりました。娘と孫は今は我が
家に居り、年寄りばかりだった家の雰囲気も一変、に
ぎやかになりました。孫は本当にかわいいですね。
小林　透君
例会が2週間休会だとサプライズが起きました。中津
川CCで行なった町内会のゴルフコンペでベスグロ、
優勝、ドラコン、ニアピン…極めつけはIN14番ホール
でホールインワンしてしまいました！！セルフプレ
イでしたので保険はおりずに自費で参加者へお礼を
いたしました。ですからスマイルも少額でかんべん
して下さい。
田口周介君
結婚記念日のお祝いありがとうございます。本当に忘
れておりました。本日が例会で助かりました。
黄金井一太君
所用のため早退させていただきます。
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黄金井康巳君
所用のため、早退させていただきます。市川さん、卓
話聞けずに申し訳ありません。

丸田隆弘君
すみません、早退失礼致します。

今日のお花

夏みかん（壽永純昭君）

卓話 「私の生いたち」

担当：市川信也君
私は昭和46年2月1日、父　英美、母　君代の長男

として伊勢原協同病院で生まれました。
（ちなみに2月1日は厚木の市制記念日でもあり

あゆころちゃんの誕生日でもあります。）
当時、病院が出来たばかりでしたので私が第１

号の赤ちゃんだったそうです。
そして幼稚園は伊勢原の山王幼稚園という幼稚

園に行きました。当時玉川から山王幼稚園に行く
人は少なく同い年の再従兄弟と一緒に通っていま
した。いつもどちらかの家の人が送迎してくれて
いたのですが、一度迎えが遅くなり、二人で三ノ宮
の山王幼稚園から白根の母の実家まで歩いて帰
り、大変怒られた思い出があります。

そして小学校は家の向かいにある厚木市立玉川
小学校へ入学しました。この小学校は私の曽祖父
が昭和10年に当時の一万七千円（現在でいうと約
5000万円程度でしょうか）で建築請負をした木造
校舎です。掃除の時、廊下を雑巾がけすると雑巾に
ささくれが刺さることがあり痛かった思い出があ
ります。また、皆様ご存知の通り自然がいっぱいの
所なので、釣りをしたり、虫を採ったり、野球をし
たりと外でよく遊んだことを覚えています。それ
から山本様とは父、お嬢さんと弟がそれぞれ同級
生ということで夏になると旅館の一番奥の天然水
のプールで、弟に便乗して私もプールに入れても
らったことを良く覚えています。すごく水がきれ
いなプールでした。ただ天然水なのですごく冷た
かったです。

中学校は玉川中学校に行きました。小学校五年

生の時までは玉川小学校の横に中学校があったの
ですが、鉄筋コンクリート造になると同時に現在
の玉川の一番しもの所に移動しており、そこまで
自転車で通っていました。当時は自転車通学が許
されており、それは楽しかった思い出があります。
部活はキャプテン翼という漫画が出だしたところ
で、その影響をまともに受けてサッカー部に入り
ました。当たり前ですが漫画の様にできるはずも
なく弱いサッカー部でした。今とは違いどんなに
喉が渇いても水を飲んではいけなかったので、水
溜りの水がすごく美味しそうに見えたことをよく
覚えています。今は水を買って飲むことが多いで
すが、あの頃は水道水が本当に美味しく飲めたと
思います。この文章を考えながら少し考えさせら
れました。

高校は町田にある日本大学第三高等学校に行き
ました。高校受験の時、父の母校でもある厚木高校
を目指して勉強していましたが、今ひとつレベル
が足りなかったのでしょう。先生から「受けるのは
いいが受かるか解からない」という風な事を言わ
れ長男だから家の後をやるのに大学をストレート
で出たほうがいいのではないかと勧められ、付属
高校を受験しました。日大三高は付属高校ですが、
TOP50人位は外部の大学に進学していて、私も入
学当時はTOP50に入っていたのですが社会勉強
の方向に行ってしまい、大学は日本大学文理学部
に入学しました。先日教育関係者の偉い方が「若い
頃、もう少し勉強しておけば良かったという人は
沢山居るが、勉強した人で損をしたという人は一
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人もいない」とおっしゃっていましたが、自分も本
当にもう少し勉強しておけば良かったとつくづく
思います。四年間楽しく過ごさせてもらい一番楽
しかった時です。そして卒業後は就職ということ
になるのですが高校、大学と社会勉強ばかりして
おり、バブルが崩壊して、まもなくでしたので、実
家で取引のあった松下電工（現在のパナソニック
㈱）に入社しました。とはいえ入社試験があり、バ
ブル崩壊後の採用人数が前年の半数となる中、何
とか合格出来ました。しかし入社すると周りは優
秀な人ばかりでこれは困ったということになりま
したが、人より余計に働けばいいやと思い徹夜を
したりしながら一生懸命働きました。当時の松下
電工について少し話しをしますと、大阪の門真と
いう駅の前にあり、松下電器産業と松下電工の本
社が並んで建っており駅を出て左に行くと松下電
器、右を行くと松下電工という立地でした。他の松
下電器子会社はほとんど100％の株を松下電器が
もっていたのですが松下電工は51：49という持ち
株比率でした。

また、松下幸之助氏が初めて作った二股ソケッ
トという創業の事業を受け継いでいたことから松
下電器とは兄弟会社という感覚があり松下幸之助
会長以外は松下電器の社員はおらず、本家はこっ
ちだというようなライバル関係にある感じでし
た。また、松下幸之助氏が亡くなってまもなくであ
り、幸之助氏の考え方が色濃く残っており本当に
先輩や上司の面倒見の良い会社で商売や社会で必
要な色々な事を勉強させてもらいました。この4年
間本当に今まで勉強していなかった分を勉強させ
てもらい最後は辞めないでほしいと言われるまで

に仕込んでもらいました。松下電工様には今でも
とても感謝しております。

そして市川屋へ戻りまして、現在は父が会長、私
が二年前から社長ということになり母と弟二人と
弟の嫁さんが一人、身内が六人居る状態で会社を
経営しております。家族で一致団結し社員に助け
られながら日々頑張っております。

仕事の内容は、原木の製材、プレカット加工、販
売という一般的には別々の会社で行われている、
三つの事業を一つの会社で行っております。これ
は松下電工というメーカーにいた経験から実家に
戻り仕事をしていく中で、元々市川屋は創業時、製
材業だったのですが時代の流れともに販売業、プ
レカット業がメインとなっておりましたところ
を、更なる流通の合理化を図り、メーカー的機能で
ある製材を再構築し、加工、販売までを一貫して行
えば、コストダウンを図れ、良いのではないかと考
えておりましたところ、父も同じ考えをしていた
ようで、家族と相談しながら、製材を再構築し、さ
らに約5年前より神奈川県産の木を使い製材し、プ
レカット行うことで地産地消の木材流通を主力に
進めております。この三つの事業をひとつの会社
で行っているのは業界でも稀であります。

また入会のご紹介を頂きました黄金井様には曽
祖父の時代から山の木を譲って頂いたり、ご指導
を賜ったりして大変お世話になっております。

今後も地産地消ということで、少しでも地元の
お役に立てればと思っています。

このような私ですが今後とも是非宜しくお願い
致します。

新会員紹介

ふ り が な えづ　はるお
氏 名 恵津　晴夫　君
生 年 月 日 昭和38年12月3日（50歳）
事業所住所 神奈川県厚木市中町 2-2-1
推 薦 者 小林　透君
勤 務 先 株式会社 横浜銀行 厚木支店 職業分類 商業銀行
家 族 構 成 妻（ひろみ）・長女 ( 彩香）・次女（萌香）
趣味・特技 ゴルフ
所属委員会 クラブ管理運営委員会

出席報告　＜会員 38 名、出席対象 35 名＞

4 月 15 日例会　　確定出席率 90.63％ 5 月 13 日例会　　出席 34 名　欠席 1 名　出席率 97.14％
＜事後メイク＞
　丸田隆弘君 （4月20日／地区協議会）

＜欠席＞
　小山賢司君


