
米山ニコニコ  森澤 5,000 円   北島 2,000 円 

船津、矢部（光）、松井、矢部（房）、 

桐ケ谷、菊池、匂坂 各 1,000 円 

財団ニコニコ  森澤 ＄40、北島 ＄20 

        矢部（房）、臼井、菊池、匂坂、桐ケ谷 

        各 ＄10 

E-mail: zushirc@sage.ocn.ne.jp 

Website:http://www.zushi-rc.com/ 

本日の進行（12:30） 

横瀬 元治会員 

「イニシエーションスピーチ」 

―次回のお知らせ― 

11月 16日(18:30) 

逗子 RC・葉山 RC 合同例会 

於：カンティーナ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 朝夕めっきりと冷え込む日が多くなり

ました。先日箱根に行ってまいりましたが

山々は赤く染まり始め、地元の人も例年よ

りも早い色づきだと語っていました。今年

の紅葉は期待できます。 

今日は桐ケ谷会員からイニシエーション

スピーチをしていただきます。先週は横山会員、来週は横瀬会

員と続きます。連続でお話を伺えるのは会員増強の点から見て

も素晴らしいことです。 

 11 月はロータリー財団月間です。米山月間が終わり皆様に

また要請するのは心苦しいですが、一人当たり 200 ドルの基

金をぜひお願いいたします。昨年度逗子ロータリーは一人当た

り 123 ドル、61.5％の実績でした。第 2 グループでは葉山、

鎌倉、鎌倉中央に続いて 4 番目です。ポリオ基金は第 2 グルー

プで 1 番目でしたが、米山財団とロータリー財団の基金額は今

一つです。ロータリー財団の基金の半分は地区から各ロータリ

ーに還元されます。逗子ロータリーも昨年は「池子の森から地

球の道へ」、今年は「ビーチバレーボール大会」に多額の助成金

を頂きました。年次基金のほとんどは将来地元ロータリーに戻

ります。是非皆様のご協力を重ねてお願いします。 

 

 

匂坂幹事 到着物：・ロータリーの友１１月号 

国際ロータリー関係：・１１月ロータリーレート＄１=１１４円 

開催案内：・1１/11（土）13:０0～第 6 回ｲﾝﾀｰｱｸﾄ/ﾛｰﾀｰｱｸﾄ 

委員会 於：第一相澤ビル 8 階 

・11/２５（土）13:０0～ 米山学友会主催「国際交流会」 

 於：小田原市役所梅の里センター2 階大会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出席報告】会員数 51 名（出席免除 4 名） 

      出席者 31 名 出席率 62.00% 

村松会長の時間 委員会報告 臼井米山奨学委員長：米山月間ご協力ありが

とうございました。まだご寄付頂いていない方、どう

ぞ宜しくお願いします。米山についての卓話も実施し

たいと思っております。 

福嶋雑誌委員長：ロータリーの友 11 月号、是非読んで下

さい。今回は全国の RC の状態が書かれております。

抜粋事項もよく読んで頂きたいです。 

報  告 

 No.18 2017 年 11 月 9 日 

11 月 3 日 

第 27 回 IA 年次大会 

於：光明学園相模原高校 

逗子 RC 会員 6 名、逗子開

成 IAC 松野君、早乙女君、

鳥居君が参加 

例会日 

第 1･2･4木曜日 12:30 

第 3木曜日  18:30 

第 5木曜日  18:00 

例会場：「カンティーナ」 

逗子市新宿 1-3-15 

TEL：046-870-6440 

事務所：逗子市桜山 6-3-29 

TEL＆FAX：046-873-0226 

会 長◆村松 邦彦 

会 長 ｴ ﾚ ｸ ﾄ◆山本 由夫 

副会長◆松井 一郎 

    藤吉 一哉 

幹 事◆匂坂 祐二 

ＳＡＡ◆橘 武 

会 計◆岡本 久 

直前会長◆菊池 尚 

会報委員長◇宝子山 泰久 

11 月理事会報告 

＊ビーチバレーボール大会、逗子市民祭りの決算報告  

 →承認 （寄付金の件は継続審議） 

＊10/19 100%出席例会決算報告  →承認 

＊11/16 葉山 RC との合同例会について、セレモニー後、

新会員紹介等  →承認 

＊11/30 社会奉仕フォーラムについて、議題は①継続事

業としてのビーチバレー以外に青少年対象スポーツはどうか②

梅林の手入れ、剪定等について今後どうするか →承認 

＊11/25 指名委員会設置 於：海狼 18:00～ →承認 

＊12/21 忘年会について、会員のみ、会場は OVA、 

当日会費 3,000 円  →承認 

＊1/1８ 新年会について、11 日を変更 会場は海狼

18:00 、レイアウト、アトラクションを考える →承認 

＊予算執行状況報告 →承認 

＊その他…・ｲﾝﾀｰｱｸﾄ台湾研修、生徒 2 名のみ参加 

 ・ﾛｰﾀｰｱｸﾄ年次大会 12/3 三宅、大野参加 

 ・京都紫野 RC 来逗、3 月末か 4 月の予定 

mailto:zushirc@sage.ocn.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桐ケ谷君…今日はよろしくお願い致します。 

村松会長…朝夕冷え込みます。紅葉は今年は見頃です。 

匂坂君…村松年度も三分の一終わりました。本日桐ケ谷会員ス

ピーチ宜しくお願いします。 

松井君…大物新人スピーチ桐ケ谷さん宜しく！ベイスターズ新

人浜口よく頑張った。 

藤吉君、山口君、船津君、三宅君、橘（武）君、矢部（房）君、

草柳君、菊池君、宝子山君、大野君、北島君、横山君、森澤君、

中根君…桐ケ谷会員イニシエーションスピーチよろしくお願い  

    します。 

矢部（光）君…期待の新会員、桐ケ谷覚君エンジョイロータリ

ーを！ 

安藤君…香港の国際照明展示会へ行って来ました。暑かった！ 

毛利君…台風がそれて良かったですね。 

鈴木（安）君…快晴素晴らしい！ 

臼井君…米山月間終わりました。ご協力有難うございました。 

桐田君…IM の委員会準備を始めています。ご協力をお願い致し

ます。 

山本（由）君…来週 6 日 7 日で宮城県の鳴子温泉へ行ってきま

す。紅葉が楽しみです。 

小西君…やっと週末の秋晴れを感じることが出来そうですね。

私は風邪を引いてしまいましたが、皆様お身体を大切に

して下さい。 

清水（惠）さん…紅葉のたよりが届く月。楽しみましょう。 

横瀬君…今日も快晴！！ 

 

プロフィール 
桐ケ谷 覚 会員 （秋田県大館市出身）  

秋田県立大館鳳鳴高校卒業 （昭和４２年卒） 

立教大学 経済学部卒業  （昭和４７年卒） 

      体育会自動車部卒業 

現在の職業 
 株式会社キリガヤ  代表取締役５代目  明治１５年創業 

 株式会社芙蓉住建  代表取締役     昭和５２年創業 

チャネルオリジナル株式会社 取締役会長 平成１０年創業 

生い立ち 
実家は食料品の問屋を営んでおり、各店に卸をさせてもらっていたが、スーパーが出来始め食料品の物流も多きく変化が起こ

り、小さい頃からその変化を体験していたので、材木の商売はなんと古い業態だろうと感じ、いずれは材木の流通も変化があ

ると予想していました。妻とは大学３年の時に知り合い、本当は秋田に帰るつもりだったけれども、４年の春に「うちは長女

が後を継ぐことになっているらしくて…」ということで（株）キリガヤの仕事を継ぐことになりました。 

1972 年 23 歳：修行の為に東京の建材問屋に入社。 

1976 年 27 歳：建築を学ぶ為に横須賀の工務店に入社、その際に全く聞かされないまま小泉純一郎２期目選挙の候補者の秘

書を経験。その翌年建売を経験する為に藤沢にて（株）芙蓉住建を設立。 

1981 年 32 歳：（株）桐ケ谷木材店に入社。同年（株）キリガヤに社名変更。 

1988 年 39 歳：（株）ケープカット設立 全国でもかなり早くにプレカット工場開設 

1991 年 42 歳：ドイツシステムキッチンショールーム開設 （リフォームの前身となる。） 

翌年（株）キリガヤ 代表取締役就任 

1996 年 47 歳：プレカット工場閉鎖に伴い代替事業として、当時流行り始めていたウッドデッキのキット化、デッキ工事・

販売開始。 

        アメリカに木材を不燃にする技術情報があり、米ケミコ社訪問。 日本では木で外壁を張るというのは建築基

準法上難しく、そこに風穴を開けたくて、国土交通省の認可試験に挑戦。 

1998 年 49 歳：念願叶い日本初の不燃木材認可取得。 

        住宅を建てる人の９割が木を使いたいと希望する中、実際には１４％の人しか木を使っていないということ

がショックでした、そこで材木屋が木を伝えていかなければ誰が伝えるのかという思いで住宅事業部設立 

        同時にチャネルオリジナル（株）設立 ⇒ 不燃木材販売開始 

2009 年 60 歳：チャネルオリジナル（株） 会長就任 

2012 年 63 歳：山口先輩に助けられ本社移転（逗子⇒山の根） 

2013 年 64 歳：賃貸事業開始 オーケー逗子店 開業 

2015 年 66 歳：逗子市商会・逗子市観光協会 会長就任 

2017 年 68 歳：父 桐ケ谷 利美 95 歳にて逝去          逗子ロータリークラブ入会    現在に至る。 

 

ニコニコＢＯＸ 本日合計  ￥３６，０００   累計 ￥７２０，０００ 

     桐ケ谷 覚 会員 

問屋・工務店・材木・建築事業を経験する中、商売は【環境適応業】であると思います。 

環境が変わることにいかについていくか、変える勇気を持ち、守るだけやしがみ付くだけではなく、先を行き過ぎれば潰れる

し、後過ぎれば成り立たない中、その情報をいかに掴み変化に挑戦するかだと思います。 

おかげ様で（株）キリガヤも１３５年目になります、この街がどうやって発展していくか少しでも貢献できる様に頑張ってい

きたいと思います。 
担当：中根 康夫 


