
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
［第 3グループ内の例会日］  狭山(金)、新狭山(月)、入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火) 

                   所沢(火)、新所沢(月)、所沢西(水)、所沢東(木)、所沢中央(月) 
 

第 1016回(11月 11日)例会の記録 
 
点 鐘     稲見 淳会長  
合 唱     四つのテスト 
第２副 SAA    田中(隆)君、田中君(八)君    
ビジター    元米山記念奨学生 金強重君 

        現米山記念奨学生 趙恩恵さん 
 

※出席報告 
会員数 出席者数 出席率 前回修正 
４０名 32名 78.89％ 92.30％ 

 

  会長の時間         稲見会長 
 
『富士山の噴火について』 
富士山の噴火は、『万葉集』

や『新古今和歌集』にも詠わ

れてきました。 
◆延暦（えんりゃく）の噴火 
平安時代の初期、富士山が

大噴火した最初の記録が残

っているのは、西暦では 800
～802年、坂上田村麻呂が活躍したころの話です。
最澄が比叡山に延暦寺を建てて活動した時期に当

たります。この噴火は、その時代の元号をとって、

延暦の噴火と呼ばれています。富士山の噴火記録

は、奈良時代の末期からあるようですが、大噴火

の記録としては延暦からです。古文書によります

と、富士山の山腹から、大量の火山灰が出ました。

その結果、東海道の道筋が変わってしまったとい

うことです。 
◆貞観（じょうがん）の噴火 
その後 60 年ほどして、貞観の噴火（864～865

年）が起こりました。朝廷での藤原氏の勢力が、

徐々に強まったころのことです。富士山の北西斜

面で噴火が起き、樹海で有名な青木ヶ原一帯が、

溶岩流でおおわれることとなりました。この溶岩

により、富士山の北麓にあったセノウミという名

の湖が分断されて、精進湖と西湖の二つの湖が形

成されたのです。今でも湖畔には、水と触れて急 
 

 
に冷やされた青木ヶ原溶岩が残っています。 
◆宝永（ほうえい）の噴火 
最後の大噴火は、前二回の噴火からしばらく間

があいて、江戸時代になってからです。宝永４年

（1707 年）、富士山が大爆発を起こしました。将
軍綱吉の発布した生類憐れみの令によって、人々

が苦しめられていたころのことです。この噴火で

は、富士山の南東斜面に大きな爆裂火口ができま

した。火口の名前は元号をとって、宝永火口と呼

ばれています。    
宝永火山か

ら噴出した大

量の火山灰は、

偏西風にのっ

て東に大量に

降り積もりま

した。当時、江戸 十里木高原から望む宝永第一火口 
にいた新井白石は「雪のように降りしきる火山灰

のために、薄暗くなってしまい、昼間からあかり

をつけて講義をした」と、『折りたく柴の記』に書

き残しています。火山灰は、１０日以上も出つづ

けて、横浜で１０センチメートル、江戸では５セ

ンチメートルもの厚さになりました。 
一方で、富士山のふもとでは、２メートルを超

す厚さの火山灰と軽石が、降り積もりました。ま

だ熱かったものもあったらしく、当時の人々は「焼

き砂」と呼んでいたそうです。 
大量の火山灰は雨に流されて洪水が発生し、下流

で大水害を引き起こしました。新田次郎の小説『怒

る富士』には１７日間もつづいた宝永の噴火を背

景として、農民や幕府の混乱が見事に描かれてい

ます。 
噴火のもたらした二次的な被害は、５０年以上

もつづいたとされています。復旧にほとほと困っ

た小田原藩は、単独事業としての復旧をあきらめ

ました。その領地を江戸幕府に返上し、藩は天領

となりました。 
将軍綱吉の死後に登用された新井白石は。幕府

の経済革命をおこないました。１７０８年に幕府
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は、大きな被害のあった相模国酒匂川の改修を命

じています。 
宝永の噴火は、有史以降に富士山が起こした噴

火の中では、最大規模の噴火です。 
◆次の噴火は、いつ、起こる？ 
富士山が最後に噴火したのが 1707年ですから、

今から 300年以上前のことになります。 
富士山はそれまでかなり頻繁に噴火を繰り返して

いた活火山です。300 年間も噴火をせずにいたこ
とが珍しく、そろそろ噴火をしても不思議ではな

いとも言われています。 
富士山では宝永噴火（1707年）以来、大きな噴
火はないが、被害や影響が甚大だと判断して、2
年前に富士山火山防災対策協議会を設けて議論し

てきた。 
 計画によると、宝永噴火と同規模の噴火が起き

ると南関東で 2 ㌢程度の降灰があり、範囲は房総
半島に及ぶ。健康への影響が指摘される 2 ㌢以上
の降灰の堆積が想定される地域には東京都心、横

浜市や川崎市も含まれる。降灰が理由で堅牢な建

物や域外への避難が必要とされたのは、神奈川県

南足柄市や秦野市、静岡県御殿場市、山梨県山中

湖村など 12市町村で、雨が降った場合に木造住宅
が倒壊する恐れがある降灰 30 ㌢以上の地域。47
万人のうち、40万 6千人を神奈川県が占めた。 
一方、溶岩流が達する可能性がある山麓地域は

静岡、山梨両県の 14市町村で約 75万人が暮らす。
計画では、尾根ごとに溶岩流が想定される範囲を

17にわけ、気象庁の噴火警戒レベルによって避難
の時期や方向もまとめた。静岡県側に流れた場合

は最悪 23 万 8 千人、山梨県側に流れた場合は 8
万 4千人の住民避難がそれぞれ必要とした。 
 今回の計画は、観光客や移動中の旅行者は対象

にしていない。今後は、首都機能への影響の想定

も課題。協議会のメンバーで火山噴火予知連絡会

の藤井敏嗣会長はこの日の会見で、「首都圏全体で

も被害想定が必要だ」と話した。 
 

  幹事報告                江原幹事 
 
・訃報のお知らせ、パストガバナー西川武重郎様 
 （志木 RC会員）11月 9日享年 72歳にてご逝
去なされました。 
・第 2570 地区より、日本橋の四つのクラブを中
心とした公共イメージをアップさせるための署

名活動に対するする協力について。 
・地区より地区大会地区指導者育成セミナー講演

へのご出席のお願いについて。 
・青少年派遣候補生・来日学生に向けた「第４回

オリエンテーション」公開開催について。 
･地区より 2012―2013年度決算報告ついて 
 
1 受贈会報 所沢西 RC 狭山 RC 
2  回覧物  難民を助ける会 AARニュース 

◆米山奨学生 趙恩恵さん 
皆様こんにちは。先月、川越

小江戸クラブに卓話をしに行っ

てきました。また川越祭りがあ

りましたので、仲町観光案内所

でボランティアを致しました。

最後に、10 月 31 日まで東京国
際映画祭がありまして、そこに 1
週間位インターンシップをしに行ってきました。 
川越小江戸クラブの卓話は初めてでしたので、

凄く緊張しましたが、いまいちな日本語で話させ

て頂いたのですが、皆やさしく話しかけて下さり、

本当に良い方に恵まれた、豊かな時間だと思いま

した。そして良い方々に良い話を聞いて、私も周

りの人に良い影響を与える、そういう人になりた

いと思いました。 
また川越祭りの時に、小江戸クラブの会員の方

たちが、私がボランティアをしているところまで

挨拶に来てくれて、とても嬉しかったです。 
これから 11月 28日に狭山青陵高校に卓話をしに
行くのですが、とても緊張しております。 
いつもお世話になり、ありがとうございます。 
 
◆元米山奨学生 金強重君 
 皆さんこんにちは。2012
年から 2013 年の奨学生でし
た。お世話になりました。 
私は 2014 年 4 月から、株
式会社ブリックスという新宿

に本社を持つ会社に勤めさせ

て頂いております。そこでの

業務は通訳と翻訳なのですが、

4月から 10月までは東京入国管理局で外国人の手
続きを手伝う仕事をしておりました。そして 10
月 1 日からは本社にて電話で通訳や、羽田空港で
韓国人の通訳をしております。この様な仕事をし

ていくなかで、皆様のサポートがなければこの場

に私はいないと思いまして、本日は会社に休みを

申請し、皆様に挨拶したいと思ってここに参りま

した。 
また来年の 6 月に韓国で結婚式をすることにな
りまして、これも皆様のサポートがなければ出来

なかったことではないかと思います。本当に感謝

しております。 
これからも韓国と日本の関係、私がその間に立

って何か出来ることがないかと考えていきながら、

日韓関係を良く出来る人になりたいと思います。

民間の外交官の役割を果たしながらやっていきた

いと思いますので、邪魔にならなければまた御目

にかかって挨拶をしたいと思っております。相談

したいことがあればお伺いもしたいと思いますの

で、これからも宜しくお願い致します。これから

もこの縁を永遠に感謝しながら生きて行きたいと

思い、一生懸命頑張りたいと思いますので、宜し

くお願い致します。 



2 年位前からお付き合いをしていて、ここでは
お話できなかったのですが、3 つ下の韓国人女性
です。美術専攻で来年 6 月に韓国で結婚式を挙げ
る予定です。留学生でしたが今は韓国におり、結

婚したらこちらに一緒に来る予定です。 
以前は 5 人でルームシェアをして住んでおりまし
たが、結婚のこともありますので今は独立をして、

西武新宿線の井荻の近くに一人で住んでいます。 
 
 

《会員３分間スピーチ》 
               小林奈保絵会員            
私の仕事の一端を知っ

て頂こうと思いお話致し

ます。 
先月 31日、今月 1日に、

私が後見している被後見

人の方がお二人お亡くな

りになりました。火曜日に

葬儀屋さんに行って参り

ましたが、その方たちは、葬儀はせず焼骨だけと

いうお話で、そして親族の方に来て頂けたので、

親族の方とお話をしてどのようにするか、お一人

はお化粧などをするとおっしゃったのですが、も

う一人はお金がないので、そのまま一番安く、生

活保護並の物でお願いしますということで、その

ように値切ることも私の仕事となります。 
10年位お付き合いをしているのですが、お一人
は最初、全財産 709円でした。娘さんに少し精神
的な障害があり、浪費癖があるということで、そ

の娘さんの金銭的な虐待ということです。老人保

健施設等、施設を転々としているのだけれど全然

お金を払ってくれないということで、施設から市

役所の方へ苦情があり、結局私が後見をするとい

うことになりました。 
最初はどれくらいお金があるのか全く分からず、

市役所でも把握ができておりませんでした。横浜

銀行の長後支店に口座があるということで行った

のですが、私が後見人になると、後見の届け出を

し、小林というハンコでしか取引ができなくなり

ます。そして長後支店でしか取引ができなくなり

ますので、解約をしましたところ、出てきたお金

が 709円で本当にびっくり致しました。これでは
私の報酬もありませんので、難しいと市役所に連

絡をしたのですが、結局色々な老健その他に借金

があり、それを少しずつ返しました。そして市役

所に納める介護保険料等も全て滞納でしたので、

そのような制度も受けられず、1ヵ月 1000円ずつ
払ったりと、それはそれは大変でした。 
私共は色々なことをやらなければなりません。

市役所と相談したり、お金がないものですから、

色々なものを値切ったりするわけです。そして老

健の施設等も、とにかく分割で払い、丸 3 年、私
の報酬はありませんでした。 
報酬というものは、1 年間はみな無報酬なので

すが、1 年間このようなことをしたと裁判所に報
告をして、裁判所に報酬付与の申し立てをします。

それでご本人の財産の中から、○○円付与すると

いう判決、相手方がいないものは審判と言います

が、審判がおりるわけです。しかしない所からは

貰えず、そして借金もあるのです。そして借金を

返すことはとても大変で、どのように返せば良い

かを考える、そのうちに自分の事ではないのにこ

んなに考えなくてはいけないのかと馬鹿馬鹿しく

なってしまいましたが、全て返すのに 3 年かかり
ました。 

4 年目に初めて報酬を頂いたのですが、やはり
無いのでそんなには頂けませんでした。けれども

その方は長生きして下さったので、10年近くのお
付き合いで 200万円位溜まりました。財産管理を
するということは、あまり無駄遣いをしない、必

要な所に使う、借金も返しましたけれども、その

位になりました。 
このような事情なので、生活保護並にお願いし

ますということで、火曜日に安く葬儀をして頂く

相談に行き、木曜日に焼骨がありました。親族の

方とお骨を拾ったのですが、64~65 人後見をして
おりますので、30 人位のお骨は拾っております。
色々なお骨があって、女性の方でも沢山骨が残っ

ている方もいれば、本当に少ない方もおりました。

そして一人でお骨を拾うということも、結構ある

のです。今回は来て頂けましたが、親族の方がい

ない、居ても来ないと言う場合もあります。 
二人亡くなったので、木曜日と金曜日にお骨を

拾い、葬儀屋さんにお金を払って、そして今度は

裁判所にその旨を報告し、報酬の付与をして報酬

を頂き、親族の方々に財産をお渡しして終了とな

ります。 
時々自分で何屋さんなのかと思ったりもするの

ですが、この仕事は無くてはならない仕事ではあ

ると思い、誇りを持ってこの仕事をしております。

また納骨をしてくれる人がいないという場合もあ

りますので、そこまでやらざるを得ないこともあ

ります。この一週間は怒涛の一週間でした。 
  
「イニシエーション・スピーチ」・・・・・)  
◆吉澤忠弘会員 
吉澤忠洋と申します。お

かげ様をもちまして、8 月

に皆様方のご承認を頂き、

狭山中央ロータリーに入

会することができました。

この場をお借りしまして、

御礼申し上げます。 
本日はイニシエーショ

ントークということでお時間を頂きましたが、ど

のような話をしたらよいかわからず、お聞き苦し

い点もあると思いますが宜しくお願い致します。 

イニシエーショントークという言葉に聞き馴み 

がありませんでしたので、先日小室さんにどうい



ったお話をしたらよいかとお尋ねした所、自己紹

介と今の仕事のことを話したらいいと思うとのこ

とでしたので、そのことについて少しお話させて

頂きたいと思います。 

私は昭和 36 年 7 月 27 日生まれ、丑年、獅子座

の 53 歳です。生まれも育ちの埼玉所沢で、小中高

校と地元の学校を卒業致しました。その後短大に

進みまして 21 歳の時に大阪の食品卸売り問屋に

勤めたのが社会人の第一歩です。 

その会社は大阪の中央卸売市場にありまして、東

京で言えば築地市場のような、大きな市場の中に

営業所がありまして、当時大阪の商人ということ

でこちらに就職したのですが、30数年前はまだ丁
稚奉公という風習、言葉が残っており、私も会社

勤めをしたつもりだったのですが、2 年程は丁稚
という扱いで重労働した記憶があります。 

丁稚というのは大阪の呼び方で、荷物を載せる台

車の事を言います。その当時のことを懐かしく思

っているのですが、当時賄い付きの寮で同僚 10
人程と生活しておりました。今思えば 20歳そこそ
この若者が 10人も揃って、毎晩どんちゃん騒ぎを
して、今からではとても出来ないようなハチャメ

チャな生活をしていました。その当時のことが今

も懐かしく思い起こされます。それを経て、地元

に帰りまして、食品青果卸の仕事を続けておりま

す。 
家族は 82 歳の母と 5 歳年下の妻と男の子が 2
人、そして犬一匹と暮らしております。父は 7 年
前に他界しましたが、寶積先生の大生病院さんで

亡くなる 2 年程前からお世話になりまして、最期
も大生病院さんに看取って頂きました。その後小

室さんのご紹介で寶積先生と知り合い、狭山中央

ロータリークラブに入会させて頂き、何かのご縁

があるのかと思っております。 
母は 82歳で、元気な母親だったのですが、父親の
他界を機に少し体調を悪くし、おとなしくしてお

りました。しかし如何せん聞かない親でありまし

て、先日も自転車で買い物に行くと、私は制止し

たのですが言うことを聞かずに買い物に出かけ、

さのごとく自転車から落ちて尻もちをつき、脊髄

を圧迫骨折ということで 2 週間ほど入院を致しま
した。今は自宅で療養しておりますが、毎日毎日

行くところがないので、テレビを見ながら画面に

向かって文句ばかりを言っております。 
子供は高校 2年生と中学 3年生の男の子がいま
す。長男が生まれた時に私は 36歳で、まだまだ子
供が成長したり、独立したりするのに 7 年、8 年
あると思うと気が遠くなるのですが、これからも

一生懸命働かなければと思っているところでござ

います。しかしながら子供の成長も早いもので、

中学 3 年生の二男も親父の背丈を超え、大きくな
っております。最近では大人びた言葉を言うよう

にもなりまして、日々子供の成長に感動している

次第でございます。 
私は株式会社ビーサマーコーポレーションとい

う会社を経営しておりまして、大体自己紹介をし

た時に、ビーサマーにどんな意味があるのか、変

な名前等言われるのですが、先ほど申しました 2
人の息子は 8月生まれでございまして、その 2人
の息子の名前には、夏という文字を一文字ずつい

れてあります。そこで女房が 2人の兄弟のBrother
の【B】と Summerがいいのじゃないかと言い、
そんな安易な考えでビーサマーコーポレーション

という名前を付けて活動しております。ちなみに

犬はプードルのメスなのですが、その名前も小夏

と言います。家族の中で唯一私が一番偉いと認識

しているのが犬の小夏だけで、後は私に目もくれ

てくれません。 
設立はまだまだ 5 年の実績のない会社ですが、
事業内容は先ほど申しました通り、青果卸ならび

に食品卸と、フランチャイズの個別指導学習塾を

所沢市内に 1 店舗運営させて頂いており、その個
別学習塾は小学校 4年生から大体高校 3年生まで
を対象にしております。 
現在私は、日中はその青果卸の業務で営業をし

たり配達をしたり、雑用に日々邁進しております。

そして塾は社員に任せてあるのですが、中々人手

が足りませんので、毎日夕方からは塾の方に行っ

て、業務をしております。なかなか時間に余裕が

ないので、毎回例会に出席することはできません

が、これから少しでも例会に出席できるように時

間をとらなければならないと思いまして、日々検

討しているところでございます。 
仕事の話なのですが、もともと私は青果や食品卸

が専門なのですが、この教育業界のフランチャイ

ズ事業を始めたのが会社を立ち上げる 4~5年前で、
今期で 10年目になります。その学習塾のお話を少
しさせて頂きたいと思います。 
皆さん学習塾と言うのは勉強を教えてくれる場

所だと思うでしょうが、一番重要な仕事の内容は、

勉強を教えるのではなく、如何に勉強をさせるか

ということです。塾にはさまざまな子供たちが来

てくれます。授業の他にも、手前どもの教室には

自習室が完備してありまして、自由に夕方から夜

まで来て、自習をすることができます。中には 1
人で来て、定期テスト前には黙々と 1時間も 2時
間も一生懸命勉強する子供もいますが、大概のお

子さんは同級生と連れだって 3~4人で来て、勉強
をしに来るのか、遊びに来るのか、話に来るのか、

集まればワイワイ、ガヤガヤで、いくら注意をし

ても 5分か 10分しか静かにせず、またワイワイ始
める始末です。また今皆さん子供も携帯電話やス

マートフォンを持っていますが、スマートフォン

命というお子さんが沢山いらっしゃいます。教師

の隙を見ては LINEをしたり、ゲームをしたり、
中には音楽を聴いている子もいます。そうした子

を如何に勉強に差し向けるのかということが私た

ち講師の使命だと思っているのですが、昨今、ネ

ット環境のことで世間を騒がせて、悪影響を及ぼ

しているという報道がありますが、現場で見てい



て本当に、今の時代、利便性を優先して子供に悪

影響を及ぼしているとつくづく感じております。 
塾の営業の中で、定期的に三者面談というもの

を行っています。生徒さんと親御さんと私どもで

面談を致しまして、授業の進み具合、定期テスト

前の授業の進め方、そして進路指導ですが、ここ

でも時々、私も教室にいて耳にすることや同席す

ることがあるのですが、やはり一番思うことは、

塾を経営していてこんなことを言うのは何ですが、

いくら塾に通わせても一番大切なのは家庭環境だ

ということが良く分かります。親を見れば大概こ

ういう子どもだと思いますし、子供を見れば親が

こういう人なのだということが凄く良く分かりま

す。良いにつけ悪いにつけ、親子というものはつ

くづく似るものだと思います。やはり子供は親の

背中を見て成長するものだと思いますので、私も

同年代の子供を持つ親の身として、子供に対して

はきちんとした背中を見せて生きなければいけな

いとつくづく感じております。 
そんな中、この事業の遣り甲斐と言いますのは、

生徒たちの成績等が良かった、良くなったという

ことが、一番やっていて良かったと思うのですが、

更に志望校に合格したという報告があった時、生

徒さんは勿論、親御さんにも、こちらは月謝を頂

いているのに感謝された時、この事業は良い事業

だと思っております。少しでも生徒さんの未来の

お役に立てたのかと感激も致します。 
これからも、地域の生徒さん、子供さんの未来

に役立てるように前進して、家業に邁進していき

たいと思います。簡単ですが、私のイニシエーシ

ョントークとさせて頂きます。 
 

 
◆園部明彦会員 

 園部明彦と申します。入

会して 2か月となりました。
9 月 2 日入会セレモニーを
して頂き、その時の印象を

簡単にお話させて頂きます。 
まずセレモニーですが、

非常に緊張を致しました。

君が代斉唱から始まり、物々しい雰囲気の中で行

われた例会というのは、とても遠いものという感

じが致しました。しかしながら稲見会長を始めク

ラブの皆さんに温かく迎えて頂きまして、その印

象を強くもっております。 
ロータリークラブというものについての私の入

会前の印象なのですが、まずとても敷居の高い所、

その地域の著名な方々の集まりの場である、時間

とお金に余裕のある方がいらっしゃり、寄付の運

動をしている、そして結束力が強いということも

聞いたことがございます。 
入会してからの感想です。確かに地域で活躍さ

れている方々の集まりです。そしてこの素晴らし

い方々が、とてもフレンドリーなお付き合いをし

ているという印象がございます。仲間のためにな

るという結束力が非常に高く感じられ、恐らくこ

ういった素晴らしい集団は、他にはなかなかない

のではないかと思っております。私を紹介して下

さった、信頼している田中さんが素晴らしいクラ

ブだとおっしゃるのが、実感としてわかりました。

ロータリークラブ、ライオンズクラブ等いくつか

ある中で、私はどうせ入るのであれば、一番の名

門である狭山中央ロータリークラブに入ろうと思

いまして、入会させて頂きました。 
簡単ですが、自己紹介をさせて頂きます。昭和 34
年、新宿生まれの川口育ちです。サラリーマンの

家庭に生まれました。現在私は所沢市に住んでお

り、家内とマルチーズ 2 匹と暮らしております。
子供はおりません。昨年まではゴールデンレトリ

バーもいたので 3 匹だったのですが、亡くなって
しまいました。そのタイミングで、ちょうど今家

のリフォームが終りまして、きれいな家で家内と

犬と暮らしております。 
私は診療放射線技師として働いていたのですが、

高校時代進路を決定する時に、学校の先生、数学

が好きだったので数学の教師になるか、船乗りに

なるか、気象協会にも勤めたい、車の整備士にも

なりたい、飛行機の整備士もやりたい、バイク屋

もやりたい、そして診療放射線技師というのは、

母が近くの診療所の婦長さんと仲が良く、それも

受けて見なさいということで受け、受かった中で、

母がどうしても診療放射線技師の道に行きなさい

ということで、親孝行のために入学致しました。

それで現在に至るわけですが、長年診療放射線技

師として働きまして、医療に身を捧げたと言いま

すか、朝から晩まで常に新しいことを勉強しなけ

ればならない、仕事も真面目にしなければならな

い、言ってみれば仲間が医療業界だけに限ってい

たということがありました。 
飲みに行く仲間は同じ職場の仲間、もしくは同

業者、要するに医療業界というとても狭い中で、

会社を立ち上げて 6 年になりますが、それまでは
非常に小さな業界で生きておりました。言ってみ

れば世間知らずのような所がございまして、今で

も苦労するところがありますが、時々家内は、小

学 5 年生がそのまま大人になった等と皮肉を私に
言います。そのくらい世間知らずでした。ただ医

療人と致しましては胸を張れるところがございま

して、人のために、患者さんのためにと生きてき

たので、この人のために何かしてあげようという

気持ちは人一倍強いのではないかと自分で思って

おります。人に対してやさしくするといった気持

ちは、強く持っております。 
現在私の会社ですが、医薬品の卸、医療機械の

卸販売をしております。正社員が 27名、パートを
入れると 45名程度の会社です。6年前に設立致し
ましたが、地域の医療を充実させるためのお手伝

いが出来ればと思い奮起致しまして、病院を辞め、

会社を設立致しました。このクラブにも病院経営



者の方がいらっしゃると思いますが、医薬品に関

してはあまり大きな力を持っておりませんが、医

療機械に関してはお手伝いが出来ると思います。

その時には一生懸命やりますので、何らかのお力

になれると思っております。 
そしてイタリアンレストランとカフェを経営し

ております。カフェは狭山中央病院の道を挟んだ

向かい側にあるのですが、患者さんやその面会の

方々、病院の職員の人たちに利用して頂いており

ます。イタリアンレストランは狭山市の御狩場小

学校の近く、「御狩場小学校前」というバス停から

30秒くらい所に、小さなレストランなのですが経
営をしております。なるべく手作り感を出して作

ってほしいということで、私は食べ歩きが趣味な

ので、あちこちで色々食べていて、これが美味し

い、あれが不味いと言いながら、徐々に日々成長

していくような店舗づくりを心掛けております。 
私の趣味は、食べ歩きと温泉宿に行くこと、ドラ

イブ、ゴルフ、時々乗馬、旅行も好きです。年に

2 回程、桜と紅葉の時期に京都に行くことも楽し
みにしております。特技ですが、最近少し弱くな

りましたが、早食いがまず特技です。それからス

テーキで、この肉が何処の肉かということを大体

当てることができます。とにかく食べることが大

好きで、一番好きなのがステーキ、次に寿司、焼

き肉、天ぷらという感じに進んでいきます。お酒

は弱いのですが、その料理に合ったお酒を頂くと

いうことで満足しております。因みにこの世の中

で一番おいしいものはフォアグラだと私は思って

おります。年に一度あるかないかなのですが、フ

ォアグラとワインが至福の時です。 
この程度の私ですが、皆様と肩を並べるという

ことなどいつになる事やら、想像することもでき

ません。私がこのクラブに仲間入りさせて頂いた

目的は、自分自身を向上させるということです。

論語で「己に如かざる者を智とするなかれ」とい

う論語があります。私自身論語など読むことはな

いのですが、訳してみますと、自分より劣ったも

のを友として交際しても益にはならない、自分を

より向上させるためには、自分より優れた者と交

際せよということだそうです。1 行目の文はあま
り賛成できないのですが、2 行目に関しては全く
その通りだと思っております。 
先日の坂本ガバナー公式訪問の時の協議会の場

で柴田さんが、「ここは自己形成の場である。自分

の足りない所をこの場で吸収するのだ」と仰って

いました。正しく私もそのつもりで、皆様の一員

としてなるべく仲間入りさせて頂こうと思ってお

ります。会社を初めて 6 年目です。まだまだ私が
いなければ何も動けないところもあり、忙しい毎

日ですが、極力時間を作りクラブに参加し、皆様

のような人間に一歩でも近づけるよう努力したい

と思っております。末永く、そして深くお付き合

いさせて頂きたいと思っておりますので、どうぞ

宜しくお願い致します。 

 
 
 
             
 
                    

                        
 
稲見君 ３分間スピーチの小林会員お話楽しみで

す。イニシェーションスピーチの吉澤さ

ん、園部さん、頑張って下さい。金君当

クラブへようこそ。 
江原君 吉澤様、園部様、本日のイニシェーショ

ンスピーチ宜しくお願い致します。金強

重様、お久し振りです、社会人としての

生活は慣れましたか？本日はようこそお

いで下さいました、現況をお話して頂け

るとの事楽しみにしております。宜しく

お願い致します。 
寳積君 11月 29日（土）、第６回尚寿会学術集会 
    を狭山市民会館大ホールで行います。午

後 12時 50分からは一般公開なので是非
ご参加をお待ちします。 

中谷君 金強重さん、本日は例会にようこそお出

で頂きました。近況聞かせて下さい。 
沼崎君 今日はイニシェーションスピーチ楽しみ

にしています。緊張しすぎず気楽にやっ

て下さい。 
奥冨君 吉澤様、園部様イニシェーションスピー

チよろしくお願い致します。 
小澤君 吉澤さん、園部さん、本日の卓話楽しみ

にしております。 
園部君 イニシェーションスピーチです、お手柔

らかにお願いします。 
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