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例会日

邦彦

第 1･2･4 木曜日 12:30

会 長 ｴ ﾚ ｸ ﾄ◆山本 由夫

第 3 木曜日

18:30

副会長◆松井 一郎

第 5 木曜日

18:00

藤吉 一哉

例会場：「カンティーナ」

幹

逗子市新宿 1-3-15

E-mail: zushirc@sage.ocn.ne.jp
Website:http://www.zushi-rc.com/

長◆村松

ＳＡＡ◆橘 武

TEL：046-870-6440

会

事務所：逗子市桜山 6-3-29

古来より神道は八の字を大変大切にし
てきました。八百万の神、八百八町、八坂
神社、八幡宮など、あまた八が揃っていま
す。漢数字の「八」は末広がりを表し、ま
たアラビア数字の「８」を横に倒すと無限
大∞になります。
聖徳太子の時代、古来の神道を大切にする物部氏と仏教を受け
入れる勢力蘇我氏が対立し、蘇我氏が政権を得ました。仏教派

計◆岡本

久

直前会長◆菊池 尚

TEL＆FAX：046-873-0226

村松会長の時間

事◆匂坂 祐二

会報委員長◇宝子山 泰久

本日の進行（12:30）

桐ケ谷 覚会員
「イニシエーションスピーチ」

―次回のお知らせ―
11 月 9 日(12:30)

横瀬 元治会員
「イニシエーションスピーチ」

委員会報告 横山親睦委員長：10 月 30 日 18 時 30 分
から、逗子銀座商店街コミュニティースペースにて親
睦委員会開催致します。対象の方は出席お願い致しま
す。
大野インターアクト委員長：11 月 3 日インターアクト大
会が開催されます。参加者 8 名で揃って行きたいと
思っております。集合時間は追って連絡致します。菊
池会員：11 月 12 日（日）逗子文化プラザにて「ム
ジチーレン in 逗子ロータリークラブスペシャルコン
サート」が開催されます。出演者の徳永桃子さんは財
団奨学生です。席がまだありますので、興味のある方
は是非ご鑑賞下さい。

の勝利です。蘇我氏についた聖徳太子は、中国王朝の最高にお

【訃報】

めでたい数字である「九」と日本の「八」を足し、十七条の憲

横須賀 RC 渡辺治夫 PG が 10 月 26 日に急逝されまし
た。謹んでお悔やみ申し上げ、ご通知いたします。後日、
「お別れの会」が執り行われますが、詳細は決まり次第ご
案内申し上げます。
問い合わせ先
湘南菱油株式会社 TEL046-836-3406

法を制定しました。
鎌倉時代に入り北条泰時は五十一条から成る御成敗式目（貞永
式目）を制定します。五十一は 17 の 3 倍であり、17 は十七
条の憲法に由来します。そして鎌倉時代の基礎を確立し、130
年の長きに渡って北条家は栄えました。すなわち五十一はこの

表彰

辺りの地にとって最高に運のよい数字なのです。

村松会長・・・べネファクター
三宅 AG・・・ポールハリスフェロー＋５
河野会員・岡本会員・・・ポールハリスフェロー

横山さんが 51 人目に入会され逗子ロータリーも益々発展する
と思います。

報
匂坂幹事

告

到着物：・「クラブを成功に導くリーダーシップ」
会長編 2016-19 年度版（会長エレクト用）
・鎌倉 RC より週報
・ロータリー韓日親善会議参加（三宅 AG 参加）のお礼状

国際ロータリー関係：・2018 年トロント大会（参加ツアーの
ご案内、6/21～6/26）
開催案内：・10/29（日）12:30～ローターアクトクラブ運動会
於：小田原スポーツ会館
・11/14（火）13:30～

【出席報告】会員数 51 名（出席免除 4 名）
出席者 28 名 出席率 57.14%

クラブ研修リーダーセミナー

於：藤沢商工会館ミナパーク６F

米山ニコニコ

船津、矢部（光）
、松井、 各 1,000 円

イニシエーションスピーチ

横山

名前は横山訓人（ノリヒト）と読
みます。今までの人生でノリヒトと
呼んで頂いた方はほとんどいません。

2017 年 7 月 20 日入会

の札幌店の販促にならなければ現在はないと思います。
1984 年 9 月ワコール本社宣伝部に異動。この時の一番印象
に残っている仕事が「グッドアップブラ」と言うキャンペーン

「人を導く」と言う意味だそうです。

を仕掛けて 300 万枚の実績を作った事です。
「寄せてあげる」

1954 年 6 月墨田区押上で生まれ、

プロデュサー

は運よく好きな仕事をさせて頂ける環境と運がありましたがこ

父の友人の偉い尼の方が名前を付け

今では信じてもらえないのですがと
㈱クレオ

訓人（のりひと）会員

と言うフレーズがゴルフにも使われて結構流行ました。
1994 年ワコール新宿店（百貨店）販促課長を経験した後

ても病弱で小児結核を、5 歳の時に

1999 年ワコール大阪店販売課長を３年間経験しました。高島

小児性腎盂炎を患って、結果として

屋本社と近鉄本社を担当して派遣社員が約 120 名もいて年間

1 年くらい入院をしました。腎臓炎
が治癒した後は本当に元気に腕白に育ちました。

の予算が 32 億円くらい部隊でした。この時期にお酒はだいぶ
飲めるようになり、大阪ミナミのコテコテを体験できたことは

生まれてすぐに武蔵野市に引越ました。隣が米軍の高級将校
の住宅地でアメリカンドリームの生活を垣間見て育ちました。
お陰でファッションはアメカジやトラッドが好きになりました。
小学校 3 年生ボーイスカウトに入り、結果としてその時の経

とても良い経験をしたと思います。
2002 年ワコール販促教育グループ部長、
2005 年ワコールウエルネス事業部部長を
歴任、2008 年 11 月ワコール退社。

験が色々な意味での性格形成をしたと思われます。料理当番を

2008 年 12 月現在在籍の株式会社クレオ

させられたおかげで料理が得意になり、現在でも数少ない趣味

入社執行役員として転籍。クレオはセール

の一つであります。

スプロモーションと言う分野では NO１の

1974 年に青山学院大学法学部に入学、当初は弁護士になろ
うと思いましたが、細かな法解釈は性格的に無理とわかり、唯
一勉強をしたのが当時の法学部長の清水英夫教授の「言論の自
由」憲法 21 条を中心に学んだ記憶があります。

業績を持っている会社で当時の社長からオ
ファを頂き、ワコールを円満退社しました。
クレオに入社後は、田耕社長とは３年くらい前から TAC21
の営業顧問としてお手伝いが始まり、それまで住んでいた杉並

青山学院大学法学部卒業をしてワコール入社。この時のワコ

区のマンションの契約更新時、田耕社長に相談したところ「逗

ールはエクセレントカンパニーと呼ばれる一社で、成長性の高

子の良い不動産屋さんを紹介しますね」という事でハウスモリ

い会社でまた収益率も高く業績が毎年伸びて、ボーナスも年に

ー社をご紹介頂き、現在の久木の中古物件に一目ぼれをして１

３回出るような会社でした。本当の理由は女性がいる限り潰れ

日で決めて昨年の 10 月から逗子市市民として現在に至ります。

ないかと思って就職をしました

一昨年からクレオ社では嘱託として一応毎日原宿にある会社

大学時代はスキーばかりしていましたが、入社後はその趣味
を配慮されて札幌店配属、２０代は札幌で青春を過ごして、30

に通っています。
クレオ以外では数社の営業顧問としてお手伝いをしています。

代は京都の本社で過ごしました。札幌の３年間は物流課と言う

たまたま今までの経験で百貨店や紀伊国屋様はじめ、高質スー

ところで毎日下着の検品出荷の為の荷造りをして過ごしました。

パー様とのお付き合いもあり、多少でもお役に立てるようなア

正直大学を出てなんでこんな事をするのかとも思いましたが、

ドバイスをさせて頂いています。

札幌店は小さな支店でなんでも覚えることが出来ました
「就職」とよく言いますが、実はどんな職種を自分としては
やりたいかという事がとても重要だと思っています。私の場合

個人的な趣味はランニングで、年に１度くらい
はフルマラソンに参加しています。今年も 12 月
３日に湘南国際マラソンに参加する予定です。
（担当：清水惠子）

ニコニコＢＯＸ

本日合計

￥３４，０００

累計

￥６８４，０００

横山（訓）君…本日のイニシエーション頑張ります。

桐田君…やっとの晴れ間に一息ついてます。

村松会長…100％出席例会も無事終わりました。

森澤君…100％成功おめでとうございます。

匂坂君、松井君、山口君、三宅君、船津君、山科君、菊池君、

横山（健）君…また台風か。

山本（由）君、草柳君、服部君、大野君、矢島君…横山会員、

小西君…久しぶりに快晴です。気持ちいいですね。皆さん健康

イニシエーションスピーチ宜しくお願いします。

的に秋を過ごしましょう。

松井君、服部君…100％おめでとう！

清水（惠）さん…100％出席達成おめでとう。もう 11 月。

矢部（光）君…横山訓人会員、大いにエンジョイロータリーを！

田耕さん…横山さんスピーチ楽しみです。

橘（武）君…麻薬撲滅運動にご協力いただき。

横瀬君…選挙終わりましたね。

臼井君…中国の「シンヨウ」
「テイシュウ」を訪問しました。日
本の失われた 20 年を感じました。

