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★☆★会長の時間 粕谷康彦会長 

航空自衛隊入

間基地で 11月３

日「入間航空祭」

が開かれ、駐機

場には C-1 輸送

機、CH47Jヘリコ

プター、他ジェ

ット機等,20 機

の飛行機が展示されました。11時 45分よ

り祝賀会が行われ、山本空将補入間基地

司令、荻野航友会会長、田中入間市長の

挨拶がありました。午後１時 30分から 30

分間、空自松島基地所属の曲技飛行チー

ム(ブルーインパルス)の妙技に、大勢の

家族ずれや航空フアンが見入りました。

曲技飛行では、T4 練習機６機が登場、白

煙を噴出しながら急降下や急上昇、宙返

り、近距離でのすれ違いなど一糸乱れぬ

高度な飛行技術を次々に披露、青空に白

煙でハートマークを描き来場者を楽しま

せました。観客は

機体を興味深そう

に眺めたりカメラ

に収めたりしてい

ました。 

｢韓国で行われる世界大会に参加して、

世界とつながろう」 

一度参加した方ならロータリーの国際

性を肌で体験できる国際大会の醍醐味は、

既にご存知かと思います。お隣の国、韓

国のソウルで 2016年 5月 28日～6月１日

開催される国際大会は、あの感動を再び 

 

味わう絶好のチャンスです。12月 15日ま

でに登録すると早期の割引登録料が適用

されますので、是非お早めにご登録下さ 

い。大韓民国の人口はおよそ 5,000万人。

その半分の人がソウル首都圏に住み、国

土の７割が山に覆われたこの国で土地は

貴重であり、新しいビルの多くは上へ上

へと伸びています。ソウルの街を歩くと

勤勉で真面目そうな若者たちの姿を目に

します。経済大国、技術革新の中心、ア

ジアの文化的中枢である世界級の都市ソ

ウル。韓国では食文化も盛んで食事は、

さながら集団競技の様です。大皿や小皿

がテーブルに処せましと並べられ、ステ

ンレス製の箸でおかずをつまみ、取り皿

に載せて頂きます。もちろんそこにはキ

ムチも登場します。国際大会に参加しこ

の街を思う存分味わってみませんか。 

次に、高柳ガバナーより報告がありま

した。これまでガバナーエレクトとして

共に活動していただいた井埜利博様（熊

谷 RC）が健康上の理由により、その任を

辞退致しました。地区としても大変残念

なことではありますが、この申し出を受

理いたしました。 
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■■イニシエーションスピーチ■■ 

 

一柳達朗会員 

入間市の武蔵

工業団地内で熱

間鍛造製法で自

動車・トラック

部品のナットを

製造している株

式会社イチヤナ

ギの代表取締役

社長、一柳達朗

です。この 6月

末に入間 RC 入

会いたしました。 

1975年(昭和 50年)10月 20日生れの 40歳

です。家族は父、姉、妹の 4 人で(母は平成

18 年に他界)、現在は結婚をして妻と息子 2

人(5 歳と 3 歳)がおります。東京都武蔵野市

に住んでおり、会社へは毎日車通勤です。 

東京都で生を受け、1 歳位で福岡県北九州

市小倉南区に引っ越し、幼稚園時代を九州で

過ごし小学 1年の途中で再び東京に戻って来

ました。当時、転校生は珍しく姉も私も足が

速かったお蔭で「九州から来た韋駄天少女と

少年」と言われました。小学校ではサッカー

をやっていて、女の子にモテるにはどうした

ら良いか？と考え、当時左足で蹴れるチーム

メイトが 1～2人しか居なかったので、左足で

蹴れたらカッコイイな～と安易な思いで練習

を続け、上手くなり、足も速かったので左ウ

イングのポジションを勝ち取りました。4 年

生から始まる校内のクラブ活動には機械体操

クラブに入り、5年生、6年生も同じクラブ。

運動は色々と出来ましたが、勉強の方は・・

中くらいだったでしょうか(笑)。 

中学校の部活はサッカー部に入部。校内ク

ラブ活動は 1 年生で折り紙クラブ、2 年生で

篆刻(てんこく)クラブ、3 年生では切り絵ク

ラブに入りました。何だか運動とは正反対で

すが、細かい事を遣るのが好きで、手先も器

用です。 

都内の私立高校へ進学し部活は書道部、外

部では母の薦めでテニスを習い始めました。

書道部では 3年生の時にメンバーも少なかっ

たと言うのも有りますが部長を務めました。 

大学は北の大地北海道北見市に行き、商学

部商学科で勉学に励み、部活はスキー部に所

属。回転競技、大回転競技など色々な大会に

も出ました。北見では下宿に入り、食事や風

呂、トイレも共同で先輩後輩の関係を上手に

築き、又、学校外の地元の友達も作りたいな

～と漠然と思っていた時に友達の誘いも有り

社会人のバドミントンサークルへ入会。バド

ミントンの楽しさに目覚めのめり込んで行き

ました。 

大学卒業後は東京都葛飾区にあるネジの商

社に入社。同期は 14名、直需部住建課に配属。

新入社員は初めの半年間は物流部で品物の出

荷と商品の勉強。その後内勤に上がりますが、

最初に配属された住建課で一番苦労したのは、

ネジメーカーとハウスメーカーの支店と傘下

の工務店とのやり取りでした。品物が入荷し

ても、その日に全部出荷され、次の入荷は 3

～4 日後。でも各支店や工務店から入荷予定

以上の注文が毎日入るので、注残がだるま式

に増えて行く・・・。メーカーとお客様に挟

まれて、やりくりに苦労しました。物流部、

直需部、営業部(内勤)、新製品プロジェクト

(外勤セールス)など色々な事を勉強、経験さ

せて頂き、5 年半勤め上げた後、自社の㈱イ

チヤナギに戻りました。 

在籍は㈱イチヤナギでしたが、退職した後

直ぐに東京都東大和市にある「中小企業大学

校・東京校」の経営後継者コースに入り、異

業種の 2代目 3代目のメンバーと月～金の毎

日、10ヶ月間経営について勉強しました。こ

の時に一緒に勉強したメンバーとは今でも交

流があり、一生の財産となっています。 

2004 年 8 月に自社に戻り製造現場を経験。

製造部、営業部、総務部、取締役総務部長、

取締役と経験し、2010年 7月 1日付けで父で

ある一柳芳彦から代表取締役社長を引き継ぎ

ました。 
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社長に就任してから丸 5年 4ヶ月経ちます

が、今年度は㈱イチヤナギ内部として大きな

変化の年です。製造現場で製品の入った鉄箱

の平置き 3段積みにされていた場所にラック

を設置し(先月完了)、作業の効率化を図り、

約 35年使用してきた事務所を取り壊し、新事

務所建設と共に製品選別・検査工場も建て、

工場内 4箇所に散らばっている選別・検査場

を一つの部屋に纏める事により、作業の効率

化と管理の効率化を図る(来年 2月～3月に完

成予定)。そして 2軸の NC旋盤(製品を削る機

械)を今年度末に導入し、外注加工品を内製化

する事により外注加工費を抑える、など弊社

としては非常に大きな投資であり改革を進め

ております。 

初代社長(祖父：一柳乙蔵)が 1931年(昭和

6 年)に創業して以来 84 年が経ちます。この

会社を繁栄発展永続させ、100 年企業を目指

し頑張って行くには色々と変化も必要です。

まだまだ未熟者ではありますが、沢山の方々

と出会い交流させて頂き、色々な事を勉強し

吸収し、人として、社長として一回りも二回

りも大きな人間になりたいと思っております。 

皆様、これからもどうぞ末永くお付き合い

頂きたく、またご指導ご鞭撻の程、どうぞ宜

しくお願い申し上げます。 

 

金井祐一会員 

昭和 50 年 10

月 8日生まれで、

一柳さんと同じ

40歳です。私の

親族は 10 月生

まれが多い家族

だなーと小さい

頃から思ってい

ました。母方の

祖父、従姉の長女が同じ 10月 8日生まれ、父

方の祖父、10 月 9 日生まれ、母親の妹が 10

月 10 日生まれと何故か誕生日が集中してい

て尚且つ、自分の長男も 10月 7日生まれと、

10月は祝い事が多い面白い家族です。 

戸籍によると昭和 52 年に東京日野市より

入間ビレッジ 7号棟に越して来て、小さい頃

から入間市の中で過ごし、いるま幼稚園～黒

須小～黒須中～所沢西高と進みました。 

小学生時代は 8号棟の建物を使い同級生達

と「泥警(鬼ごっこ)」をよくやり住民から怒

られていました。今の子どもを見ていると、

遊びにも制約があり、自分の時代は良かった

なーと感じています。 

中学時代は、かなり賑やかな学校で非常ベ

ルはよく鳴り、色んな学校から人がやって来

たり、グラウンドではバイクが走る事が多々

あり、中学 3年の時は授業がほとんどなく、

自習という名の遊びをやっていたので、良く

高校に進めたと思っています。 

高校は小学校、中学校と自宅のそばにあっ

た為、寄り道がしたい、電車通学がしたいと

いう安易な考えで所沢西高に通学。その後、

朝、電車の時間に間に合わない事が多くなり 

鍵山～小手指の約 8kmを自転車で通う事にな

りました。最初は 1時間位かかっていたのが、

だんだん早くなり 25 分位で着くようになり

ました。高校時代は本が好きでしたので司書

室に良く入り浸っていました。 

高校卒業後は 1年の浪人を含み 2年程遊ば

してもらい、二十歳の時に入間市駅南口にあ

った居酒屋で以前バイトをした時に知り合っ

た方と入曽で居酒屋を始めました。またまた

その時に知り合った人に、声を掛けられて、

スノーボードのショップで働く様になりまし

た。6 年ほど経った時に、結婚して子供もい

るし先を考えていた時期である 2001 年にレ

ジャー産業の斜陽や暖冬等の影響により会社

都合により退職。 

そして父親の会社である、有限会社カナイ

メディカルに入社。約 1年店舗にて医療事務

の仕事をして、総務へ異動。会社の雑用係と

して過ごし、今年の 7月より代表取締役に就

任いたしました。 

色々とスタートしたばかりで正直何もわか

らないことが多い人間ですが、宜しくお願い

申し上げます。 
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★幹事報告  忽滑谷明幹事 

①11 月 18 日(水)午前中は地区

事務所が休みとなります 

②11 月 25 日（水）冬の交通事

故防止運動の出陣式に粕谷

会長が出席致します。 

〈お願い事項〉 

市内各中学校より地域交流研修会の開催通

知が届いておりますが、各中学校の近隣に在

住の会員の方々に出席をお願い致しますので

ご了承をお願い致します。 

★委員長報告 

親睦活動委員会 細淵克則委員長 

10月はお天気に恵まれた会員旅行、ベリー

ダンスの合同例会に多数のご参加ありがとう

ございました。12 月 17 日のクリスマス例会

もご家族に喜んで頂ける企画になっています。

是非ご家族の皆様の参加宜しくお願いします。 

職業奉仕委員会 豊田義継委員長 

11 月 10 日に第３グループの職業奉仕研修

会がありました。その中で 1932 年に、ハー

バード・テーラーが提唱した「四つのテスト」

の原版が、今翻訳されている内容と少し違っ

ている事を知り、大変に興味を持ちました。

機会がありましたら皆さんと一緒に勉強した

いと考えています。 

万燈まつり実行委員会 西山祐三エレクト 

万燈まつりにご協力ありがとうございまし

た。請求書をまだ出されていない方は、事務局

まで提出宜しくお願いします。 

 

＜出席報告＞ 馬路宏樹委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

42名 28名 70％ 72.5％ 
事前欠席連絡 8名 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 晝間和弘ＳＡＡ 

岩崎茂君～白幡さん入会おめでとうございま

す ロータリーライフを楽しんで下さい。細淵

克則君～10月の会員旅行、合同例会に多数の

ご参加ありがとうございました。12月のクリ

スマス例会も宜しくお願いします。後藤賢治

君～一柳さん、金井さんイニシエーションス

ピーチ宜しくお願いします。田中快枝君～一

柳さん、金井さんスピーチ楽しみにしていま

す 馬路さんご馳走さまでした。馬路宏樹君～

本日7時30分のフライトで沖縄から帰って来

ました。わずかですがお土産です。晝間和弘

君～一柳さん、金井さん卓話楽しみにしてい

ます 15日に金子公民館での音楽イベントに

出ますので時間がありましたお出で下さい。 

本日\7,000 累計\355,000 

 

■回覧、配布物 

① RI2570地区派遣学生 9月次報告書 

② 入間基地協賛会より入間航空祭お礼状 

③ バギオだより 2015年 11月号 Vol.51 

④ 11/17第 3回 R情報勉強会出欠表 

⑤ 12/10家族コンサート例会出欠表 

⑥ 12/17クリスマス家族例会出欠表 

 

 

2015年 11月 2015年 12月 

日 曜 事業などの内容 日 曜 事業などの内容 

3 火 入間航空祭   ―――未定――― 

6 金 入間市小中一貫教員研究発表会  

10 火 ４クラブ合同懇親会 

13 金 入間市表彰審査委員会  

25 水 冬の交通事故防止運動の出陣式 

29 日 神山龍一君の相撲日本一を祝う会  

RI2570地区 11・12月の粕谷会長スケジュール 2015～2016 年度 


