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［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(火)、所沢東(木)、所沢中央(月)

第 1030 回(3 月 3 日)例会の記録
点 鐘
合 唱
第２副ＳＡＡ
ビジター
※出席報告
会員数
４０名

稲見 淳会長
国歌斉唱 奉仕の理想
守屋君、中谷君
米山奨学生 趙 恩恵さん

出席者数
32 名

出席率
78.95％

位の会になると思いますが、それについて一人一
人の役割がしっかりと決まっておりますので、イ
ニシエーションスピーチの後に栗原実行委員長か
ら詳しい説明をして頂きたいと思います。是非当
日つつがなく行えるように、皆さんのご協力をお
願いしたいと思います。

前回修正
70.27％

幹事報告
会長の時間

稲見会長

先月の理事会で承認頂きまして、皆様にも月末
に承認頂きました新入会員の田端都女子さんに今
日から出席して頂いております。是非皆さん温か
い心でお迎えして頂きたいと思います。そして楽
しいロータリーライフになるように協力をさせて
頂きますので、頑張って頂きたいと思います。後
程入会セレモニーを行いますので宜しくお願い致
します。
3 月の予定が立て込んでおりまして、9~10 日が
1 泊旅行となります。おかげ様で大勢の会員家族
に参加して頂きまして、楽しい旅行になるのでは
ないかと思います。親睦委員会と副会長、幹事等
で練りに練ったプランで実行致しており、必ず楽
しい旅行になると信じておりますので、是非皆さ
ん楽しんで頂きたいと思います。しかし残念なこ
とに寶積先生がご病気で出席出来ないということ
で、今日寶積先生から旅行に使って下さいという
ことで 10 万円、ニコニコを頂きました。これは皆
で旅行の時に使わせて頂きたいと思っております。
3 月 14 日は IM（Intercity Meeting）です。当ク
ラブの沼崎第 3 グループガバナー補佐が主催し、
私ども中央ロータリークラブがホストということ
で実行致します。先ほど田中八束会員から大きな
立派なポスターを何枚も無償提供して頂きました。
ありがとうございました。
仲川市長、坂本元彦ガバナー等大勢の来賓と、第
3 地区 12 クラブ 420 名中約 170 名が参加する予
定となっております。事務局を含めまして 180 名

江原幹事

1. 地区より、ロータリーアンケート調査の最新
情報が来ております。
2. 受贈会報 所沢、所沢中央、所沢西、所沢東
各ＲＣより
3. 回覧物 ＲＩ日本財団室ＮＥＷＳ 2005 年 3 月号
4. バギオだより第 47 号 ＡＡＲニュース 3 月号

《入)会)セ)レ)モ)ニ ―》)
) 会長告示が読み上げられ、田端都女子さんが新
会員となられました。
◆田端都女子会員
皆さんこんにちは。先ほどご
紹介頂きました、田端都女子と
申します。仕事は不動産業をし
ておりまして、狭山市新狭山東
三ツ木でこの仕事をしており
ます。
今回稲見会長さんからのご
縁がありまして、このような形
で今日を迎えることができました。本当にありが
とうございます。今後とも宜しくお願い致します。

《)会員 3 分間スピーチ)》)
清水幸彦会員
初めての 3 分間スピーチなの
で、何をお話しようかと色々考
えたのですが、自分の仕事の糧
としております自動販売機の
話をしてみたいと思います。街
中では目に余るほど自動販売
機があると思うのですが、今現
在市場には 510 万台あると言われております。そ
のうち 70%が俗に言う自動販売機、後の 25%は自
動サービスということで、これは両替機やコイン
ロッカー、券売機、精算機という類だそうです。
その中の飲料の自動販売機が約半分で、全国に
255 万台あると言われております。そのためどこ
に行っても目につくはずです。
自動販売機は見た目ではあまり変化が無いよう
に見えますが、少し歴史についてお話致します。
ご存知の方もおられるかも知れませんが、世界最
古の自動販売機は紀元前 215 年、聖水自動販売機
ということになっております。仕組みは、コイン
を投入するとその重みで水がでてくるというもの
で、寺院に置かれていたのが始まりだそうです。
日本で現存する最古の物は 1904 年、切手と葉
書の販売だけでなく、ポストの機能も備えたアイ
デア商品だと言われております。その後アメリカ
から日本に進出したこともありまして、飲料の自
販機はどんどんと普及してきました。そして日本
の治安の良さ、100 円硬貨の威力で爆発的に台数
が増えたわけです。極め付けは昭和 47 年ホット飲
料、要はコーヒーを温めて売るという方法が考え
られまして、これが自販機究極の、万能自販機と
なったわけです。
震災の後、節電の悪役ということでレッテルを
貼られた都知事さんもいらっしゃいましたが、そ
の時も持って帰れと言われたお客さんは 10 件に
も満たない、極極僅かでした。それ位、社会生活
に密着したということだと思います。ここ 40 年余
りずっと成長し続けてきたことも、その為かと思
います。私も震災の後やっと知ったのですが、節
電というのは 2005 年頃から東京電力と機械メー
カーさんとが共同で開発しておりまして、2012 年
時点では 34%節電できていたそうです。そして今
後も続きまして 2020 年には 50%、10 年後には
60%まで節電しようという計画が出ているそうで
す。私たちも知らない位、こうした節電の努力と
いうものはされていたそうです。自販機がこれま
でずっと成長し続けているのも、やはり社会の中
で皆さんが身近なものだと感じて頂けている証拠
かと思っております。
自販機は物言わない機械かも知れませんが、人
の生活に溶け込んだ、必要な存在だと思っており
ます。これからも皆さんの生活に役立てるように
頑張っていきたいと思っております。会長さん始
め多くの皆さんにお世話になっておりますが、も

ししがらみのない同業者がいらっしゃいましたら、
私共の自販機を使って頂けるようにお願いして頂
けたらと思います。

「イニシエーションスピーチ」・・・・)
◆高須賀正雄会員
先月に続きまして、早々に皆
様にお話をさせて頂く機会を
作って頂きまして、ありがとう
ございます。今日は 3 月 3 日で
桃の節句だそうで、女性の皆様
おめでとうございます。またお
昼は美味しいチラシ寿司とハ
マグリのお汁を頂きまして、大変満足しておりま
す。ありがとうございます。
イニシエーションスピーチということで、聞き
ましたら自己紹介をすれば良いということでした
ので、紹介をさせて頂きます。
私は四国の松山の生まれでございまして、四国
はご承知のように 4 県ございます。昔は海外でし
て、その理由とは、船でないと渡れないからとい
うことだそうです。今は橋が 3 本繋がりまして、
非常に便利になっているようですが、それぞれの
県には特色がございます。
まず香川県の讃岐は金毘羅山、讃岐うどんとい
う名物があります。徳島県は阿波の国で、皆さん
ご承知のように夏に阿波踊りを踊りますが、これ
が大変賑やかでございます。高知県は土佐の国と
言いまして、非常にカツオが美味しく、坂本竜馬
で有名でもあります。そして愛媛県とは瀬戸内海
側でありますが、これといった名物はございませ
ん。しかし強いて言えば正岡子規が生まれ育ち、
俳句が盛んな所でございます。
私の本籍は四国山脈の付け根、道後温泉から車
で約 30 分位の所にありまして、昔は温泉郡河内町
と言っておりました。今は市町村合併で市になっ
ておりますが、かなり山奥でございます。ご先祖
様を辿ってみますと、壇ノ浦で源平の合戦に負け、
平家の落ち武者として四国山脈に沿ってずっと逃
げてきたようですが、当時土佐に長宗我部という
豪族がいたそうで、その豪族の意を受ける為に来
たそうです。たまたま高知県側ではなく愛媛県側
に来たものですから、そこが本籍となっておりま
す。四国の愛媛県の名前で面白い所は、私は高須
賀と言う珍しい名字だと思うのですが、海側の名
字で有名なのは「村上」
「越智」
「仙波」
「石崎」
「白
石」、こちらは大体海運関係の仕事をしている方の
名字でございます。山側は「高須賀」「久生」「国
広」「大西」という名前が多いです。
本籍がそこにあるものですから、毎年お墓参り
に帰っております。お墓だけは代々長男について
くるもので、山奥なので非常に不便な所なのです
が、私も長男ですので、今から四代位前にできた
お墓なのですが、未だにお守りをしております。

松山市内で中学まで育ちまして、中学を卒業後
自衛隊の学校に生徒として、昭和 30 年 15 歳で入
り、4 年間がっちり教育をされました。今で言う
高等専門学校と同じような内容です。朝 6 時に起
床致しまして、8 時から 17 時までみっちり教育を
されました。4 年間の教育だったものですから、
今そのおかげでこのように元気なのだと思います。
入校した当時は体重が 49kg、身長が 149cm 程で、
特に伸長が足りず、身体測定の時には背伸びをし
て試験官に怒られた記憶がございます。
4 年間過ぎまして学校を卒業し、その後は静岡
県の御殿場の上に須走という所があるのですが、
そこの富士学校に 4 年間勤務致しました。その後
昭和 38 年、西武鉄道の子会社である西武建設に入
社致しまして、昭和 42 年に世帯を持ちました。世
帯を持ったのは初めてなのですが、未だに続いて
おります。
世帯を持つ時に女房の親に大変お世話になりま
して、女房の実家が生コンの会社をしていたもの
ですから、手伝ってくれということで、約 10 年間
西武に勤め、辞めたのが昭和 48 年でした。その後
70 歳まで女房の会社で父の手伝いをしており、今
は女房の弟が後を継いでおります。現在は医療法
人尚寿会の顧問をさせて頂いております。その関
係でロータリーにも入会をさせて頂きました。皆
様には大変お世話になり、今日に至っております。
趣味、道楽ですが、現代版飲む使うを実践して
おります。飲む方は大生病院で処方して頂いてお
ります高血圧の薬を毎朝頂いております。打つ方
はシーズンになりますと、直径大体 4cm 位の白い
球を 2 つ持って、ゴルフ場に行っております。い
つも真っ直ぐ飛ばず、松の木や杉の木の下ばかり
行くものですから、時には松下さんや杉下さんと
呼ばれております。大体最近は 100 叩きの刑で、
1 ラウンド 100 位で回っております。これも健康
のために良いかと思いますので、またシーズンに
なったら回りたいと思います。
また 3 年位前まで、メジロを飼っておりました。
しかし生き物ですので、飼っていると家を空ける
ことができませんので、3 年前に放してあげまし
た。それ以来女房と 2 人であちこち泊りがけで出
かけております。
学校を卒業致しまして、東京新宿歌舞伎町の夜
間の学校を留年ばかりで、赤いネオン、青いネオ
ンのもと、随分と勉強させて頂きました。それも
大体 70 歳位でやっと卒業ができ、現在は狭山市内
で時々勉強させて頂いております。
大切なお願いなのですが、お手元に狂言のパン
フレットを配布させて頂いました。実は私の女房
が関わっておりまして、年に 1 回なのですが、今
年で 21 回目だそうです。市政 60 周年に合わせま
して、狭山市での公演も頂きました。こちらは完
全にボランティアで最初から会を作り、やってお
ります。昨年 26 年は、国宝になられました山本東
次郎さんという方が指導されております。なぜ狭

山市でやるようになったかと言いますと、お子さ
ん方が 3 人、狭山市の小学校と中学校を卒業され
ているということで、そして演目が特に入間川と
いう演目で演じておられます。費用も都内や他の
所で行う場合よりかからないようにということで、
他の演者もボランティアで行ってくれているとの
事です。費用のほとんどは会場の設営費で、市民
会館を借りたり、大道具関係の費用に掛かってい
るということで、演者はほとんどボランティア、
手弁当で出てくれているそうです。
実は昨日、女房から急に頼まれまして、是非と
もロータリーの会員の皆様に鑑賞して頂ければ、
もっと素晴らしい人生が開けるのではないかとい
う話がありましたので、大変厚かましいお願いで
すが、3 月 27 日（金）12：15 開場、13：00 開演
だそうです。私も何度か運転手で行って一緒に見
させて頂いたことがありますが、中々の物だと思
いますので、ご経験のない方は、是非ご歓談頂け
れば良い思い出になると思います。宜しくお願い
致します。

・・・・クラブ協議会・・・・
第３グループガバナー補佐
沼崎正徳様
今日は地区役員のお話をさせ
て頂きます。
古い人は当然わかっているの
ですが、ロータリークラブとは
世界的なクラブなものですから、
世界大会や地区大会、これから
私たちが行うグループの会等、
お祭りに似たようなものが何段階かあります。そ
れの一番下がクラブの総会となるのですが、私た
ち第 3 グループには 12 クラブございまして、その
クラブの総会のようなものが今話して頂いた IM
（Intercity Meeting）というわけであります。そ
うした訳で、主催の中心が私となります。
実行委員会さんに色々と細かいことを決めて頂い
ておりますので、私はそれに乗らせて頂いており、
非常に実行委員会さん達に有り難く感謝をしてお
ります。
私が今回主催という中心で行うに当たりまして、
今お手元に配りました「My Road to Rotary」とい
う投稿があります。その中で、
「ロータリーは社交
クラブで楽しくなければいけない」ということが
書いてあります。私もその投稿と似たような考え
方で楽しくやりたいと思っております。
お手元に配りました資料は、昨年のロータリーの
友 11 月号・縦書 p.17 に載っているものをコピー
したもので、このクラブではその時、私たちのク
ラブの雑誌委員、浜野さんが説明をして下さいま
した。何度も話をしておりますので、もうこの話

は読んだと言う方もいらっしゃるはずですが、初
めての方もいらっしゃると思いますので、是非目
を通して下さい。
それでは後は当日の良い天気と、無事に色々な
ことが済むことを願いまして、お話を終わりにし
たいと思います。

稲見君

３分間スピーチの清水会員の話し楽しみ
です。イニシェーションスピーチの高須
賀会員、人となりのわかる楽しい話し期
待しています。今月より入会の田端都女
子会員楽しいロータリーライフにして下
さい。入会おめでとうございます。
江原君 高須賀様、本日のイニシェーションスピ
ーチを楽しみにしておりました。何卒宜
しくお願い申し上げます。田端様本日よ
り新たなお仲間としてお付き合いを宜し
くお願い致します。
寳積君 旅行に参加できなくてごめんなさい！
老老介護でくたくたです。
沼崎君 いよいよＩＭが近づきました、たくさん
の仲間のご支援に感謝しています。
田中(八)君 中途退席します。ＩＭ、バナー納品検
査合格しました。
清水君 ２週間お休みしました。三分間スピーチ
やらせていただきます。
園部君 田端さん、入会おめでとうございます。
初めは緊張すると思いますが、すぐに溶
け込めると思います。皆さん良い方ばか
りですので！！
若松君 ここの所、欠席が多くてすみません、久
し振りに仕事に集中しています。これか
らも宜しくお願いします。
吉川君 ほんとに長い間お休みいたしました、申
し訳ございません。
会員誕生日 浜野君 片山君 小林君 柴田君
坂本君
夫人誕生日 小幡君
結婚記念日 栗原(憲)君 栗原(成)君

2014〜2015 年度
ニコニコ累計額

2,220,000 円

