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●司会……佐野ＳＡＡ  

●点鐘……安東会長 

●ロータリーソング  飯島ﾛ-ﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 

「我等の生業」 

○本日のメニュー   和食 
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原﨑久人様 

 
 

 

須山出席委員長 

安東会長 

 

1. 12月9日(水)日航ホテルナトゥーラにて、会長幹

事会が開催されました。 

  各クラブの活動状況を確認いたしました。 

  今期地区大会は、 2021年4月10日(土) 

於：パシフィコ横浜会議センター、 

登録料1万円、登録開始13時、13時30分点鐘で 

開催です。 

  記念講演は、経済エコノミスト｢柯 隆氏」です。

講演内容未定 東京財団施策研究所 主任研究員 

  プレイベント4月9日（金）15時～ 

職業・フレッシュ交流会等々 

２. ４月７日の7クラブチャリティゴルフ（ホストク

ラブ川崎大師ＲＣ）大会は、姉ヶ崎ゴルフ倶楽

部東コースで開催。1月に案内が届きます。 

   次回、会長幹事会は、当クラブ主催です。 
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 会員数 
出席 

該当者 
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クラブ 
メイク 

前々回 
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1578回 43 41 33 8 80.48   

1576回 43 42 33 9 78.57   
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3. 12月21日、本年最後の例会は、18時から「縁道」

にて夜間例会です。卓話は、プルゴルファーの

木戸愛さんです。コロナ対応に関係いたします

ので、あくまで任意の参加で全員出席扱いとな

りますことは、先般の例会でも理事会決議とし

てお話させていただきました。 

4.  12月10日にロータリー財団補助金管理セミナー

に参加してまいりました。 

   地区補助金は、２月書類配布、3月19日締め切り

です。是非トライしたく思います。 

 

 

栁町幹事 

 ◎ 例会変更のお知らせ   

 ☆川崎南ＲＣ☆   

１２月２２日(火)夜間例会 年忘れ家族会 中止 

通常例会 12：30 

１２月２９日(火) 年末による休会 

令和３年１月７日(木)  

新春４クラブ合同例会 中止のため例会中止 

  令和３年１月12日(火)  休会 休日週のため 

令和３年１月26日(火) 夜間移動例会 

☆川崎マリーンＲＣ   

令和３年１月７日(木) 新春４クラブ合同例会 

中止のため 通常例会の変更 

令和３年１月14日(木)  休会 休日週のため 

☆新川崎ＲＣ  

例会自粛のお知らせ  例会を月に1回とする 

  12月16日(水) 

  令和３年１月２０日(水) 

  令和３年２月２４日(水) 

 

◎ 週報を送ってくださったRC 

  ありません。 

 

◎ 本日の配布物 

      理事会議事録 

      会報 12/7分 

 

 

 

伊藤副会長 

 

安東会員……①原﨑様ようこそいらっしゃいました。 

是非入会ご検討よろしくお願い致しま

す。今後ともよろしくお願い致します。 

②谷中さん、和田さん本日卓話よろし

くお願い致します。 

栁町会員……①谷中さん、和田さん本日の卓話楽し

いにしています。 

②原﨑様ようこそいらっしゃいました。

ゆっくりお過ごし下さい。 

 

川島会員……今年の例会も残す所１回となりました。

１年間お世話様でした。 

関 会員……本日の新会員の卓話 谷中さん、和田さ

ん楽しみにしています。 

松本会員……谷中さん、和田さん卓話楽しみにして

おります。 

森本会員……２１日欠席ですので、本年本日で最後

です。 

中村会員……サンピアンでの今年最後の例会ですね。

21日は欠席なのでどうぞ良いお年を！  

森川会員……皆様こんにちは。今日は谷中さん、和

田さんの卓話楽しみです。 

後藤会員……本日は谷中、和田会員のお話を楽しみ

にしております。 

石川会員……今日は討ち入り例会だそうで。(赤穂浪

士)つぶされないように頑張ります。 

なべちゃん!!仲見世のお姉ちゃん達に

討ち入りさせないように気をつけて!! 

木村会員……谷中さん、和田さん本日の新会員卓話

よろしくお願い申し上げます。楽しみ

にしています。 

佐野会員……寝不足が続きます。渋野ガンバレ。 

渡辺会員……谷中さん、和田さん新会員卓話宜しく。 

上原会員……皆様こんにちは♡ 

今日は和田さん、谷中さん、卓話楽し

みにいたしております♡来週の夜間例

会出れなくてごめんなさい。ちょっと

早すぎますがメリークリスマス!! 

渡部会員……今年も終わりですね。1年間色々とお世

話になりました。 

伊藤(弘)会員…①谷中さん、和田さん新人卓話を楽

しみにしています。 

②今年最後の通常例会ですね。リアル

例会が開催できることが何よりです。 

坂本(将)会員…皆様こんにちは。1年間あっという間

ですね。本日は谷中さん、和田さん楽

しみにしております。よろしくお願い

いたします。 

山口会員……今回は川崎南法人会青年部、部会長と

して宣伝させて下さい。今週の金曜日

（12/18）にここサンピアンかわさきで

17：30から税務研修会があります。ぜ

ひご参加下さい。 

牧島会員……本日の谷中さんと和田さんの卓話楽し

みにしています。 

石田会員……今年もあとわずか。2月のコロナ感染の

客船入港以来あっという間の一年でし

た。来年は平常化を希求します！ 

本日の卓話、谷中様、和田様楽しにし

ております。 

小又会員……谷中さん、和田さん今日は頑張って下

さい。山口さん昨日はお疲れ様でした。

来週皆様楽しみにして下さい。 

幹事報告 

スマイルレポート 
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長島会員……2週連続で休み申し訳ありません。本日

からは、何事もないことを期待して出

席させていただきます。 

廣瀬会員……年末の忙しい中、寒くなって参りまし

たので、皆様体調管理には気をつけま

しょう！全米女子オープンでめちゃく

ちゃ寝不足になってますがしぶこちゃ

んと共に、新潟出身の高橋彩華ちゃん

も頑張ってますので応援よろしくお願

いします！ 

内田会員……谷中さん、和田さんの卓話楽しみにし

ております。 

久住会員……皆様こんにちは。本日卓話宜しくお願

い致します。今年も残りわずかですが

ラストスパート頑張りたいと思います。 

谷中会員……本日卓話頑張ります。 

原﨑さんようこそいらっしゃいました。 

森﨑会員……来週の木戸愛さん楽しみです。 

本日の新会員スピーチ頑張って下さい。 

和田会員……卓話がうまくいくか不安です。罪滅ぼ

し？の保険としてスマイルレポートい

きます！ 

関根会員……師走で皆様お忙しい中と思います。寒

さも本格的になってきますので体調崩

さないようお体ご自愛ください。 

今日は谷中さん、和田さんの卓話さん

の卓話楽しみにしております。 

伊藤(康)会員…①今年の例会も今日を入れて後2回

ですね、まずは2020年を皆様とともに

明るくしめくくりましょう！。 

②谷中さん和田さん本日はよろしくお

願いいたします！ 

 

新会員卓話 
             

自分の経歴について 

谷中 努 会員 

 

小又会員の兄と同級生で、小又会員とは3歳差です。

ツールドフランスに刺激を受けてロードレース(自

転車)に青春をかけました。中2の時に西湖のレース

で20位となりました。東京の小岩のチームに入り、

更なる上を目指しました。 

練習・遠征・実業団のチームにも参加し、それなり

の成績残したと思いますが、150㎞、2時間を超える

レースは別物で、20歳までにトップをとれないと悟

りました。 

20歳から30歳までは何をしようかと模索しました。

そんな中ですが、27で結婚し、子供にも恵まれまし

た。 

 

アルバイト時代を含めると20年以上、青果物の物流

を経験グループ企業である芳誠流通株式会社にアル

バイトとして入社、その後、正社員となりました。 

30歳の時に転機がやってきました。青果物における

物流業界でのキャリアはトータルで20年を超えてい

ました。 

いちドライバーから管理者、営業所所長、新規営業

所の立ち上げ等の現場経験を積み重ね、業務拡大に

伴い、2004年(平成16年)に株式会社いちば流通を設

立、代表取締役社長に就任しました。以来、今日に

至るまで、現職にて業務に邁進中です。 

小又会員に誘われて入会したロータリークラブです。 

いろいろな刺激を受けています。 

ゴルフの仲間も増えました。 

これからもよろしくお願いします。 

 

 
 

 

妻と行っている設計事務所について 

和田 裕 会員 

 
1968年生まれ。横浜の自然豊かな地域に育つ。 

 

幼少期、大工棟梁との出会いをきっかけに建築、特

に住宅に興味を持ち、大学で建築・都市計画を学ぶ。

旅先で欧米やアジアの名建築や美しい街並みに触れ、

住宅や街並みのデザインを手掛ける建築家を目指す

ようになる。 

 

住宅設計の大家・宮脇檀氏の下で５年間修行した後、

2000年に独立。 

 

妻と共に、(有)ワイズスタジオ建築設計事務所を立

ち上げ代表取締役に就任。 

1578回 30件 39,000円 累計 400件 581,000円 

卓 話 
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公団内装相談をスタートさせる。 

間取りを見ていろいろと提案する。 

同じ間取りでも、使う人によって全然違う。 

居住者の性格、タイプを見て提案する。 

そして、妻の提案で片付けをビジネスとした。 

ホームページに載せて、お客様がつくとマスコミに

も取り上げられておおきくなっていった。 

 

主に東京・横浜・川崎エリアにて、住み手のライフ

スタイルにきめ細かく配慮した、デザイン性の高い

住宅の設計を行っている。 

 

「住み手らしさ」「深化する家族関係」を住まいのプ

ランニングに反映することを得意とし、個性豊かな

住宅が集まる街並みの実現を目指している。 

 

自然の豊かな地域で育ったことから、自然との触れ

合いが好き。 

 

環境問題への興味から、太陽光発電や燃料電池（エ

ネファーム）についての知識が豊富で、ユーザー向

けや企業向けのセミナー等も不定期で行っている。 

 

2010年より、日本大学にて非常勤講師は始める。 

テクニカルなことだけを教えても限界がある。いろ

いろな社会があることを教えている。 

ロータリーのこと・老化2000万円問題・80歳まで働

ける社会などなど…。 

大学で話をすること自体が自分の糧になっている。 

ロータリークラブも役立っている。 

これからもよろしくお願いします。 

 

 
 

 

 

 

里親をしているフィリピンの3名の子供たちから

クリスマスカードが届きました。 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

12月21日(月) 夜間移動例会 

 

 

今週の担当者         牧島会員 

        

 

卓話予定 
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