
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ［例会日］第 1・2金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホテルモリノ新百合丘 7F TEL：044-966-1300 

     ［例会日］第 3・4金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合丘カントリー倶楽部2F TEL：044-966-1300

        

【【【【点点点点    鐘鐘鐘鐘】】】】                                                                    山下会長山下会長山下会長山下会長    

【【【【例会場例会場例会場例会場】】】】                                    百合丘百合丘百合丘百合丘カントリーカントリーカントリーカントリー倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部    

【【【【ソングソングソングソング】】】】           安藤則雄安藤則雄安藤則雄安藤則雄 SAASAASAASAA 委員長委員長委員長委員長    

  四つのテスト 

【【【【ゲスト・ビゲスト・ビゲスト・ビゲスト・ビジタージタージタージター】】】】             山下会長山下会長山下会長山下会長    

○第 3グループガバナー補佐 鈴木 彬道様 

○川崎高津南 RC  会 長 長戸 はるみ様 

○川崎 RC         中村 近宏様 

 

【【【【会長報告会長報告会長報告会長報告】】】】                                                            山下会長山下会長山下会長山下会長    

1. 2011 学年度米山奨学生世話クラブご依頼の件が届い

ています。林亨仁(ヒョンイン、韓国、1年) 

2. 訃報の連絡が届いています。 

 川崎西ロータリークラブ 平井完見会員) 

 

【【【【幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告】】】】                                                                梅澤幹事梅澤幹事梅澤幹事梅澤幹事    

1.1.1.1.文書着文書着文書着文書着    

◆川崎日大師RC 

  平成23年2月16日（水）➔19日（土）に変更ＩMに参加 

  平成23年2月23日（水）移動例会 

  第38回 創立記念例会  点鐘：18時 

  場所：横浜ベイシャラトンホテル＆タワーズ 

 ◆川崎マリーンRC 

 平成23年2月10日（木）国会見学・夜間家族グルメ会 

 点鐘：18時15分 場所：アッラマーノ 

          中央区銀座7-15-5 

  平成23年2月17日（木）➔19日（土）に変更IMに参加 

 

ＩＩＩＩMMMM開催開催開催開催についてごについてごについてごについてご協力協力協力協力のおのおのおのお願願願願い・・・・い・・・・い・・・・い・・・・梅澤幹事梅澤幹事梅澤幹事梅澤幹事    

● 2月19日（土）ＩMは川崎多摩ＲＣがホストクラブを努め 

昭和音楽大学ユリホールにて行なわれます。 

当日、会場案内・受付・懇親会会場運営に皆様のご協力を 

お願いします。当日は11時、現地に集合して下さい。 

役割分担はその時各自に伝えます。 

第 904 回例会  2 月  4 日(金) 理事役員会⑧ クラブフォーラム（20 周年に向けて）                場所場所場所場所：：：：ホテルモリノホテルモリノホテルモリノホテルモリノ    

第 905 回例会  2 月 19 日(土) 移動例会 IM へ 場所場所場所場所：：：：昭和音楽大学昭和音楽大学昭和音楽大学昭和音楽大学    ユリホールユリホールユリホールユリホール    点鐘点鐘点鐘点鐘：：：：14141414時時時時 

鈴木鈴木鈴木鈴木ガバナーガバナーガバナーガバナー補佐補佐補佐補佐ごごごご挨拶挨拶挨拶挨拶    

 新年明けましておめでとうございます。昨年は会員の皆様に

大変なご協力を頂き有り難うございました。 

GSE 青少年交換学生のフィンランドから来ているタミエイチ君

と31 日除夜の鐘を聞きに行きました。友達6 人と一緒に雑炊

を食べました。IMの会場設営にはこちらの鈴木（憲）さんに大

変お世話になりました。2月19日のIMは石井実行委員長の下

に成功裡に終わらせたいと考えております。 

    

長戸長戸長戸長戸はるみはるみはるみはるみ高津南高津南高津南高津南RCRCRCRC会長会長会長会長ごごごご挨拶挨拶挨拶挨拶    

明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願いしま

す。次年度はガバナー補佐を仰せつかりましたので、よろしく

お願いします。 

その時は、改まってご挨拶に伺います。 

別紙にご案内申し上げましたが、第 14 回ひなまつりチャリテ

ィーコンサートを開催いたします。 

 皆様お誘いの上ぜひお出かけください。 

    

 

 

第 903 回 例会記録 平成 23 年 1月 28 日（金） S.A.A 委員長 安藤 則雄 



    

【【【【出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会】】】】                                                            長瀬委員長長瀬委員長長瀬委員長長瀬委員長    

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 903 回 22 17 5 - 77.27％ 

第 902 回 22 18 4 1 86.36％ 

第 901 回 22 21 1 1 100％ 

【【【【ニコニコニコニコニコニコニコニコ委員会委員会委員会委員会】】】】                                                    平澤委員長平澤委員長平澤委員長平澤委員長    

  第 903回（件数）   合 計 

ニコニコ     1４件       ￥23,000 

●お客様 

◇鈴木 彬
よし

道
みち

様（第 3グループガバナー補佐） 

 新年のご挨拶に参りました。よろしくお願いします 

◇長戸 はるみ様（川崎高津南 RC会長） 

 昨年の年末例会で鈴木さんのバンド、大変お世話にな

りました。今年もよろしくお願いします。 

◇中村 近宏様（川崎 RC） 

 遅くなりましたが明けましておめでとうございます。 

 今年もよろしくお願いします 

 

●当クラブ 

◇山下会長：鈴木ガバナー補佐、長戸会長、中村様 

ようこそいらっしゃいました。 

◇梅澤幹事：鈴木ガバナー補佐、長戸会長、中村様 

いらっしゃいませ 

◇鈴木憲治憲会員：風邪が猛威を振るっています、 

ご注意を 

◇安藤優会員◇安藤則会員◇大野会員◇親松会員◇鈴木

眞一会員◇鈴木豊成会員◇平澤会員◇森会員◇花輪会員 

 以上、ご協力ありがとうございます。  

 

【【【【会員卓話会員卓話会員卓話会員卓話】】】】                                                            鈴木憲治会員鈴木憲治会員鈴木憲治会員鈴木憲治会員    
    

 「ロータリーとの出会い」 別紙参照  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【【【会員卓話会員卓話会員卓話会員卓話】】】】                                                        鈴木眞一会員鈴木眞一会員鈴木眞一会員鈴木眞一会員    

業界用語業界用語業界用語業界用語についてについてについてについて    

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんの業界でも、業界用語があると思います。 

同じように音楽業界でもいろいろあります。 

特に代表的なものとしては「おはようございます」です。 

朝、昼、夜、夜中、関係なくその日初めて会った人には「お

はようございます」と挨拶します。私もついつい、いまだ

に癖で言ってしまいます。 

また数字の数え方も独特です。 

発音はドイツ語で言う人が多いですが、時には英語で言う

人も・・・いいかげんです。 

たとえば「ツェー万ゲー千」といえば 15,000 のことです。 

また言葉を逆さまに言うことも多いです。 

代表的な言葉といえば、タレントの石塚が「マイウ」をは

やらせました。 

その反対語が「ズイマ」です。 

そのほか、ターギ、スーベ、シーメ、シーハ、シータク、

テルホ、ネカチモ、ゲーハ、エーへ 

だんだん下品になりますのでこのへんで・・・ 

あまり役に立ちませんが、参考までにお話しました。    

    

    

    

    

    

    

【【【【四四四四つのテストつのテストつのテストつのテスト】】】】                                                        河島会員河島会員河島会員河島会員    

【【【【点鐘点鐘点鐘点鐘】】】】                                                                    山下会長山下会長山下会長山下会長    

【【【【会報委員会会報委員会会報委員会会報委員会】】】】                                                文責文責文責文責    佐藤佐藤佐藤佐藤    忠博忠博忠博忠博    
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1 月 28 日 例会 会員卓話 

鈴木憲治 

「ロータリーとの出会い」その１ 

 

１．私の職業歴 

 ①昭和 45 年 2 月に大学を卒業後、婦人服専門店「鈴屋」に入社する。 

   入社前教育を受け正社員に昇格後、本社商品企画部に配属・・・・本社は湯島 

   ＊入社前教育の思い出 

   伊勢神宮の内宮の聖なる川「五十鈴川」での『禊ぎ』を経験する 

   入社前教育の専門団体（修養団）に委託し、精神面から研修を経験する 

     入社に伴い学生生活に終わりを告げ、本格的にファッション販売に従事する為の教育を受 

けるため研修でした。 

禊ぎを済ますと 300 畳の大広間で一本のろうそくを渡され炎を眺めると「母の愛の尊さ」 

を切々と説かれると至る所で涙が流れ嗚咽が流れました。 

 ②その後新宿店にて売り場経験を経て本社勤務となり、4 月に正社員昇格試験を受け晴れて正社員 

となりました。 

 

   ③46 年に 2 月に銀座店のパイロット店の新規開店のスタッフとして異動をする。 

    この店は、ファッションメーカーのシンボライズした店で、この店から育ったデザイナーに 

コムドギャルソンの川久保玲さん、ジュンコ島田の島田順子さん、文化勲章の三宅一生さん、 

山本寛齊さん等の商品を置く店として全国の専門店から一目置かれた存在でありました。 

東京のファッション問屋が競って納入する開発店でもありました。 

   ④その後売り場を経験し、商品の仕入れ責任者や仕入れ責任者を統括する商品のディレ 

クターとなり店長を拝命する。婦人服ファッションの創生期のため大変繁盛しました。 

年間売り上げが１１億を上げる店となりました。 

⑤その後、渋谷公園通りファッションのメッカとなった渋谷パルコの店に店長として異動し、 

銀座のコンセプトで大改装を行いニコル風の店に変え、時流に乗り渋谷パルコで一番の売り 

上げました。 

⑥青山ベルコモンズの本社に異動し、アメリカンカジュアルの事業部の事業部長を経験した後、 

 再び銀座のディレクターに異動し、昭和 1987 年 8 月に自己都合で退職をしました。 

 数年後、鈴屋は和議申請となり大変なこととなりました。 

  ２．退職後色々と誘いがありましたが、1985 年に父親が建てた当時の「柿生病院」や数棟の賃 

貸物件がありましたので、その管理業務をするための平成 5 年に資産管理会社（有）柿生恒 

産を設立しました。 

 

ロータリーとの出会い 

  １．川崎百合丘ＲＣに対し、地区より子クラブを設立せよとの指示がありクラブ創立 15 周年迎 

えるメインの記念事業として正式に決定、故鵜川昇Ｇより碓井勝次さんに対し特別代表の任 

命が下され新クラブ設立の会員集めがスタートし創立メンバーとして加わりました。 

その後、創立幹事と初代幹事を任され終わりのないロータリー生活がスタートしました。 

チャーターメンバーに選ばれたことは大変名誉であるとされています。 

    


