
 

 

【点 鐘】                 碓井会長 

 

【例会場】               ホテルモリノ 

 

【ソング】               鈴木憲治委員 

    奉仕の理想 

 

【ゲスト・ビジター紹介】          碓井会長 

 百合丘 RC 赤松 様 多摩 RC 関山 様   
 
【会員誕生日】               碓井会長 

 2月の会員の誕生日はありません。 

 

【会員夫人誕生日】 

〇森 望さん（2月 13日）(森 茂則夫人) 

○佐々木幸子さん(2月 17日) (佐々木夫人) 

 
【 第８回 理事・役員会議事録 】 
 

議題 

1.事務所の経緯について---現事務所の経費と他の事務所

にした場合の経費との比較資料を集めて再度検討する。 

                承認されました。 

2.ミアンさん終了にあたり記念品その他について。 

期間終了に伴い 3月帰国前に送別会を行い、記念品を用意

する。             可決されました。 

3.コピー機種替え(ﾘｰｽ)について。  

機械の故障が多く不具合が生じるため、交換することにす

る。              可決されました。 

4.その他。 東日本震災募金は最近必要としていない向き

が感じられているために、再度会員との話し合い検討する。 

                承認されました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

【会長報告】                碓井会長 

1.しんゆり芸術祭 2013実行委員会より 

  第三回実行委員会 出欠の案内依頼が届いています。 

  ３月１日㈮ 18：00～ 麻生区役所４F第一会議室 

  ※2/21までに返事  

 

【幹事報告】               志村幹事 

1.川崎中原 RCより例会変更 

  2/14(火)—2/13(水) IMに変更 

  3/21(水)—休会 

2.川崎中央 RCより例会変更 

2/11(月)---休会(祝日) 

2/18(月)---2/13(水)の IM参加に変更 

3.川崎北 RCより例会変更 

2/18(水)—IMに変更 3/20(水)――休会(祝日) 

4.川崎大師 RCより例会変更 

2/13(水)―――IM参加 

2/27(水)—2/23(土)に変更 夜間移動例会 

       (創立 40周年記念例会) 

  点鐘:17:30 横浜ベイシェラントホテル＆タワーズ  
 
★ 奨学生ミヤンさんに奨学金贈呈 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 994回 例会記録 平成 25年 2月 1日（金） S.A.A 委員長 山下 俊也 

回 例会記録 平成 20年 5月 30日(金) S.A.A委員長 森 茂則 

第 995回例会 2月 8日（金） 会員卓話   

第 996回例会 2月 15日（金）振替休会 (2月 13日の IMと振替)       

 

 

 

［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］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 

［例会日］第 5金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300or移動例会 



★ 森会員—奥様誕生日に挨拶  

 

 

 

 

 

 

 

  

【出席委員会】                梶委員長 

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 994回 22 21 1 - 95.45％ 

第 993回 22 16 6 -2 81.82% 

第 992回 21 17 4 - 80.95% 

 

【ニコニコ委員会】             蓬田委員 

  第 994回（件数）      合    計 

ニコニコ   18 件 ￥27,000 

 

お客様――多摩 RC 様 

本日、卓話をさせて頂きありがとうございます。拙い

話ですが一生懸命つとめさせていただきます。 

    

当クラブ 

◇碓井会長(関山さま本日、卓話宜しくお願いします)

志村幹事(同上 )◇臼井会員(今年も宜しくお願いし

ます)◇梅澤会員 (同上) コメント無し 

◇尾作匀会員◇親松会員 

◇梶会員(インフレエンザ家族がかかりました) 

コメント無し◇鈴木昭弘会員◇鈴木憲治会員 

◇鈴木眞一会員◇鈴木豊成会員◇花輪会員◇森会員 

◇山下会員◇雪井会員◇蓬田会員 

    以上、ご協力ありがとうございます。 

 

【ロータリー財団】           鈴木豊茂委員長 

  第 994回（件数）     合    計 

R ・財団   1  件    ￥8,800- 

 ★ 梅澤会員—コロント無し 

 

【米山記念奨学】            鈴木憲治委員長 

  第 994回（件数）     合    計 

米山奨学    3  件    ￥40,000- 

★ 志村幹事—ミアンさんご苦労様でした、今後ともご

活躍を 

★ 鈴木憲治会員—米山奨学事業を支援してください。 

★ 梅澤会員---コメント無し 

 

【招聘卓話】 川崎多摩ロータリークラブ   関山 様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

皆様今日は、卓話をさせて頂く関山金治と申します 
碓井会長には、このような機会を設けて頂きありがとうござ
います。 
人の不幸は蜜の味 
かわいそうにといいながら、自分でなくて良かった。と溜飲
を下げる。そんな心から闇を人はもってます。 
今日の優良会社が明日には倒産の危機が----- 
会社経営は油断すると大変なことになります。 
 私は宿河原で建売事業・建設請負を営んでいます、セキヤ
マ住宅販売といいます。20代後半の時、今から 30数年前私
が起業しました。 
まさしくリーマンショツク(2008年)が来る 3年前 2005年世
の中がバブル景気で浮かれている時、私も浮かれきっていま
した。そう、株式上場に向けて一直線に突き進みました。私
の目標としていた会社は、同業者で高津にあったノエルさん。
創建ホームズさん、短期間で上場をはたした 2社に対して強
い尊敬の念とあこがれをもってオレもセキヤマを上場させ
るぞと意気込んでいました。この 2社はリーマンショツクト
共にあっけなく倒産してしまいました。 
上場の鐘を鳴らすのは関山社長ですと証券会社から言われ
て絶頂に登り詰めていました。 
当時の売り上げは 160億円税引き利益 6億円、社員 160人の
大所帯に膨れ上がっていました。銀行借り入れも 160億円、
その金利支払いだけで年間 6億円、まさに銀行のために仕事
をしていたようだした。誰が見てもメタボの張りぼての会社
になっていました。 
銀行・証券開始や社内取締役・社員関係者全員が上場に浮か
れていました。そんな時に私は、得も言われぬ不安に襲われ
るようになりました。まさしく悪夢にうなされました。 
 総天然色で山が崩れ落ちる夢・大きな波が人々を飲み込ん
でいく夢を何日も見ました。リーマンショツクの起きるまさ
に一年前のことです。私は緊急の取締役会を開き上場を中止
する。それどころか会社は倒産の危機に瀕していると話まし
た。む 30年かけて蓄えた 20億円の内部保留金があり、会社
設立以来一度も赤字を出したことない我社にはほとんど無
検査で融資をしてくれました。 
銀行から借りまくるだけの無能な経理役員・高値で仕入れま
くる無能な営業役員、監査が出来ない無能な監査役員、など
無能な取締役こんなお粗末な部下を重要なポストに就かせ
てしまった大馬鹿者の社長(私)そう私は無能な役員に取り
込まれた無能な裸の王様だったのです。当時は耳障りいい情
報しか私の耳に届かなかったのです。 
全財産は処分しました。 
一部省略、機会がありましたら続編を掲載します。 
現在 2013年 2月 1日、4年前に女房名義で他喜不動産を立上
げる。現在は 100%社員株式を贈与。女性目線で建てる家、し
っくいの家をテーマにし、セキヤマグループの会社として認
知されている。直近税利益 3億円以上を確保 
女房名義でアフターユ住宅販売を立上る 2期目にはいる。優
良会社に育て上げ２～3年後には 100%社員に株式を贈与する
予定。   
【四つのテスト】                  蓬田会員 
【点鐘】                   碓井会長 
【会報委員会】           文責 梶 俊夫 

 


