
★司会　安本好勝 SAA
点鐘　増田敏雄 会長★
ロータリーソング★

「君が代」「奉仕の理想」

 ソングリーダー　中條藝立 会員

　

伊藤秀司　幹事幹事報告

　　　　

1.例会変更のお知らせ
2.神奈川ＲＣより卓話のご案内
　 5/25（月）12：30点鐘
　 卓話者：清水良夫パストガバナー（横浜ＲＣ）
3.事務局5/25(月)→5/22（金）振替休日とします。

ありません 　　　　

今後の予定

委員会報告

◎ 5月14日(木)　「自動車リサイクル」　伊藤恒満 会員

◎ 5月21日(木)　「ストレス社会における
　　　　　　　　　　　　　　　神経・精神療法の応用」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内田秀彰　会員

◎ 5月28日(木)　「会員卓話」　望月幹仁　会員
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山本栄次会員が
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入会いたしました

松中秀司　親睦活動委員 
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＊週報を送ってくださったＲＣ

　　

ありません

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

特別ビジター紹介
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伊藤恒満　　　　　　出席報告

会長報告 増田敏雄　会長 

                                           　　出席委員長

1.川崎多摩ＲＣ、川崎稲生ＲＣ合併のご案内
　新名称は川崎西北（セイホク）ＲＣとなります。
2.小山宏明会員のご母堂(享年87歳)が、5月3日
  15時3分に胆のう癌のためご逝去されました。
  家族葬で執り行うとの事で本日川崎会堂にて
　告別式を終えています。 
  ここに心より哀悼の意を表しますとともに、
 ご冥福をお祈り申し上げます。 

3.その他
①理事会開催
②5/28、6/4　新旧ガバナー補佐
   (現：中村様、新：小林様)ご来訪予定
③5/21　横浜西ＲＣよりﾒｰｸｱｯﾌﾟ5～6名ご来訪予定
④5/20(水)韓国総領事主催ゴルフコンペ開催
⑤タウンニュース前号掲載記事について、お詫びと訂正

会員数

(敬称略)

本　日

前々回

前々回
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ホームクラブ
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第2590地区　ポールハリスソサエティ

山室 宗作 様（神奈川ＲＣ）

　　

ありません

■山本栄次　広報・雑誌・記録委員長
　  ロータリーの友掲載記事の紹介
■野口四郎　親睦活動委員
　 6/11(木)一泊移動例会のハイキングについて
　 参加募集のご案内
　 

　　

　　

　　　　

株式会社タウンニュース社

編集長　金屋　様 ・ 佐々木 様

山崎美津夫

ＰＨＳ襟ピンが贈呈されました



クラブ会報担当：小枝義夫副委員長

　
ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 河口武生　副会長

★皆様に日頃より大変お世話になっております。
　 このたび山本栄次会員様にポールハリスソサエティに
　 ご入会いただきました。
　 感謝申し上げます。
  （2590地区ポールハリスソサエティ委員長 山室 宗作 様神奈川ＲＣ）

東日本大震災義援金　 3,000　円

　　　累計金額 　　 91,000　円

本日のニコニコ　　  16,000　円

　　　累計金額  　 850,000　円

◆森野会員
　 「モリノ川崎店が変わります」シリーズ最終弾
　  いよいよ明日、写真専門店ワクワクランドとして
　  『フォトスタジオメゾン』オープンです。
　  皆様、宜しくお願い申し上げます。
◆円谷会員
　 お誕生日のプレゼントを有難うございます。
　 無事にお誕生日迎えられるって本当にありがたいこ
　 とですね。
◆中條会員
　 長いゴールデンウィークでした。
　 今日からまた宜しくお願い致します。
◆福嶋会員
　 休み中は元気でありましたよ。河口さん！
　 小生の休みはフラの踊りの演奏で忙しかったです。
◆増田敏雄会員
　 お兄さん（洋一さん）、本日の卓話楽しみにしていま
　 す。奥様と休暇をゆっくりお楽しみください。
◆伊藤秀司会員
　 増田洋一さん、本日の卓話宜しくお願いします。
◆河口会員
　 増田洋一さん、本日の卓話楽しみにしています。

◆野口会員
1.山室様、本日はそうこそ川崎マリーンにお越しくださ
　 いました。
2.伊藤さん、娘の愛車購入の際大変お世話になりまし
　た。喜んで乗ってますよ。
◆増田洋一会員
   大嫌いな卓話のために連休中３日間出社して考えま
　 したが、果たしてどうなるか？
◆山本会員
1.増田洋一さん、本日の卓話楽しみです。
2.山室様、当クラブの訪問有難うございます。ポール
　 ハリスソサエティの件、宜しくお願いいたします。
◆鈴木会員
1.ゴールデンウィークに台北に行ってきました。
　娘たちに誘われてよせばいいのに全身マッサージを
　受けて今は体中が痛いです。
2.増田洋一様、本日の卓話よろしくお願い致します。
3.山室地区ポールハリスソサエティ委員長様、ようこそ
　 おいで下さいました。ご指導の程お願い致します。
◆轟会員
1.長い休日でしたね！
2.ようこそ地区Ｒ財団大委員長山室様、いらっしゃいま
　 した。我クラブの例会を楽しんで行って下さい。

　　　

　　

本日の卓話

　　　

　　

本日の卓話

増田洋一 会員

2011-13年度米山奨学生　孫一舟さんより

お久しぶりです。
３月３０日をもちまして慶応義塾大学理工学研究科を卒業して、4月1日日本アイ・ビー・エムのコンサルタントとして仕事
を始めました。ご報告が遅れてしまって大変申し訳ありません。
皆様のお陰で川崎の町が大好きになり、川崎に住むことになりました。
4月24日初任給をいただいたということで、つまらないものですが、どうぞご賞味下さい。
２年間のご支援有難うございました。今後も皆様から伺いましたご教訓を守り早く仕事になれるよう頑張りたいと思って
おります。今後とも宜しくご指導下さいますようお願い申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　孫一舟　　2015年4月27日

ロータリーに入会し２度目の卓話となりますが、人前で話すことはなかなか慣れません。
今日は前回に続き｢私(会社)の履歴書 その２」と題し皆さんにお話ししたいと思います。
○昨年還暦を迎え、小・中学校の同窓会に誘われる機会が増えました。父が転勤族でし
たので、その土地ごとに巡り合った友人達と同窓会を通じ懐かしい交友が再開しました。
仙台の小学校の同級生と温泉旅行へ行ったり、東京の小・中学校の旧友とも楽しいひと
時を過ごしております。
○"何か人の役にたちたい"との思いから始めた献血でしたが、360回を超え医師から注意
されるほどの回数だったと知りました。また、3.11以降東北へは毎年5月の連休を利用し
被災地のボランティア活動に参加しており、来月に行こうと考えています。
○また最近、マラソンをはじめました。 丹沢湖マラソン、藤沢市民マラソンと続き、
6月には多摩川堤マラソンにエントリーしています。趣味と健康維持のためこれからも継
続していきたいと思い頑張っています。
○父がソフトウェア関連の会社を立ち上げ、3年後に入社しました。バブル崩壊後は苦難
の時期もありましたが、順調に回復をして、2004年社長に就任しました。新規事業とし
て自社のオリジナル商品を多数開発、新規取引先の顧客も順調に増やしています。
2015年度は、社員数が252名、売上目標は30億です。
今後は海外にも広く目を向けて、数年の間にミャンマーにオフショア企業を設立する計
画です。2020年は、社員数250名、売上60億円を目標に置き活動を進めて行きたいと思い
ます。本日は、ご静聴ありがとうございました。
　増田会員の人柄の良さと躍進する企業の様子をお聞きして大変深い感銘を受けました。
とても貴重で元気が出る卓話をありがとうございました。

『私(会社)の履歴書 その２』


