
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

［第 3 グループ内の例会日］ 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(火)、所沢西(火)、所沢東(木)、所沢中央(月

第 1068 回(1 月 12 日)例会の記録     

  

点 鐘    江原伸夫会長  
合 唱    国歌斉唱 奉仕の理想 

第２副ＳＡＡ 宮岡君 守屋君       

         

※出席報告 
会員数 出席者数 出席率 前回修正 

３６名 ３２名 88.57％ 87.5％ 

  会長の時間         江原会長 

 新年あけましておめでと

うございます。年をまたぎ３

週間ぶりの例会ですので、皆

様のお顔に懐かしさを感じ

ています。と同時にしばらく忘れていた緊張感も、

この場に立った瞬間よみがえってしまいました。 
改めましてご挨拶をさせていただきます。昨年

は、稲見年度の後半を幹事として、そして今年度前

半は会長として、一年を通し、会員の皆様方はもと

より、ご家族の方々にも多大なるご協力をいただ

きましたことを心より感謝申し上げます。７月に

稲見前会長より会長職の襷を直接掛けていただき

スタートしてからの半年は、見た目とは違い小心

者の私にとっては緊張と不安の続く毎日でしたが、

同時に歴代会長のご苦労を知ることもできました

し、なによりも心強く思ったことは、各委員長を中

心に物事を進めていく中で不手際が生じたとして

も、全員でそれを補い、各自が率先して行動に移し

てくださることでした。皆様の協力無くして何事

も前には進まない、ということを改めて感じた一

年でした。本当にありがとうございました。 
 新たな年を迎えた今の私の心境は、残り半年の

任期に安堵感というものは全くなく、むしろ、就任

当初に数項目挙げた目標を達成したいという気持

ちの方が強くあります。なかでも、当クラブではこ

こ数年継続して実績を積んでいる、会員増強に全

力で取り組んでいきたいと思っています。勿論、他

の項目も怠ることなく推し進めていきますが、会

員増強だけは、本年度だけでなく、当クラブの将来

にも繋がることですし、なによりも、「友情と相互

信頼の絆」がこれほど強く、魅力に溢れたクラブで

す。更に大きくしていくことが、狭山市に籍を置く

ロータリークラブの責務とも思いますし、そのこ

とが狭山市の将来にも繋がるのではないかと考え

ます。ロータリー活動未経験者へのアプローチだ

けでなく、過去に経験があり、何らかの事情で現在

は退いている方でも、機会があれば再入会する可

能性のある方には声をかけていただきまして、現

会員の皆様の審議を仰いでいただきたいと願って

います。ご協力のほど宜しくお願いいたします。 
 また、通常例会のほかに各月ごとに予定されて

いる行事への、より多くの皆様の参加をお願いい

たします。 
 ※１月 市内２ＲＣ新春合同例会         

企業訪問『石坂産業』 
 ※２月 第３グループＩＭ            

家族同伴日帰り旅行『河津桜』 
 ※３月 国際ロータリー第 2570 地区 地区大会 
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2015～2016 年度  ＲＩ会長 Ｋ.R. ラビンドラン 

ＲＩのテーマ  『世界へのプレゼントになろう』 
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国際ロータリー 

第２５７０地区 

http://www1.s-cat.ne.jp/schuohrc/E


 ※４月 親睦ゴルフコンペ＆家族同伴お花見夜

間例会 
 ※５月ｏｒ６月『モンゴル国旱魃防止植樹プロ

ジェクト』 
 ※６月 モンゴル国訪問  

今年度慰労家族同伴夜間例会 
その他、詳細については各委員長にお尋ねいただ

けますようお願いいたします。 
 以上、相変わらずのお願い事ばかりで、半年過ぎ

年が明けたといえども、小心者の私の性格がそう

簡単に変わることはなく、現実今もこの緊張状態

が続いておりますが、ただ、今まで歴代（パスト）

会長が繋いできた歴史ある襷を、次期会長へ無事

に手渡すまで、気を引き締めて努めていきますの

で、本年もご助言・ご協力のほど何卒よろしくお願

い申し上げます。 
  

    【入会セレモニー】 

会長告示を読み上げら

れ、菊田邦彦君が新会員

となられました。 
推薦者の田端都女子会員

より、ロータリーバッチ

を進呈     
◆（有）東工住宅社 

代表取締役 
菊田邦彦様 

 本日、入会の運びとな

りました。これから皆様

のご協力を頂きながら仲間として頑張って参りた

いと思いますので宜しくお願い致します。 
 
 
 
＊公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より 

2014 年４月～2015 年３月 浜野貴子会員にカ

ウンセラーとしてご奉仕に対し感謝状 
＊2015 年４月～2016 年３月 宮野ふさ子会員に

対し奨学生のカウンセラーに委嘱状 
 
 

  幹事報告                小島幹事 

(定例理事会)次の件が審議・承認されました。 
(1) １・２月プログラム承認 
(2) 「交通安全啓発のぼり旗」事業について 
(3) 歳末たすけあい募金について 
(4)菊田邦彦様の入会について 
(5)坂本会員、退会について 
(6)リコーカラー複合機、機種変更について契約期

間終了をもって終了 
１. 2015-2016 年度 地区大会関連資料について 
２. クラブ奉仕部門公共イメージ事業についての

アンケート 
３. ロータリー第 2820 地区ガバナーより、鬼怒川

水害見舞金のお礼状について 
４. 第３グループ IM・２月２７日（土）開催され

る IM 予算（案）・プログラム（案）について 
５. 平成２７年度青少年を育てる狭山市民会議第

５回理事会報告について 
６. 宮岡会員ご母堂様のご葬儀に際してのお礼状 
７. 例会変更 入間 RC 飯能 RC 所沢 RC 

所沢中央 RC 
８．受贈会報 所沢中央 RC 所沢西 RC 
９．回覧物 RI 日本事務局  財団室ニュース 

2016 年１月号 
10．2014-2015 年度「一般社団法人ロータリーの

友」事務所事業報告書について 
11．医療法人 尚寿会 広報誌 第１０１号 
 

  委員会報告    
■園部親睦活動委員長 

本年も宜しくお願い致します。 
来週 18 日（月）にアズグレイスで行われる、市内

2 ロータリー新春合同例会のバスのご案内を致し

ます。 
新狭山駅北口ロータリーより、17：30 と 17：40 の

2 回、送迎バスがでますので、皆さんこちらをご利

用頂ければと思います。 
点鐘は 18：00 ですので、皆様遅刻のないように

ご集合下さい。 
 



「会員卓話」・・・・・・・・ 

               田中隆行会員 
皆さん明けましておめで

とうございます。 
卓話ですが、私なりに考えま

して、非常に古い話で恐縮な

のですが、私が若かりし頃、

昭和 30 年くらいに都内でちょっとしたことのお

手伝いをしていたのですが、その時のことをお話

させて頂きます。 
当時は日本が戦後の復興に向けて、非常に燃え

ておりました。ご存知の方もいらっしゃると思い

ますが、当時肉体労働者の賃金は、ニコヨンと言っ

ておりました。このニコヨンの語源は、100 円玉が

2 つ、10 円玉が 4 つで 240 円、これが一日の労働

者の賃金であり、それでニコヨンと言っていたわ

けですが、それぞれ非常に仕事も難しい時代でご

ざいました。 
当時のお手伝いとは、今で言うアルバイトです。

やはりニコヨンを頂くのは大変でございました。

私は労働が非常に苦手なので、240 円はなかなか

難しいと思っていたところ、ある先輩に、「田中、

これからの時代は車だ。車の運転ができるとこれ

から非常に有意義に過ごせる。」と言われてアルバ

イトに出たのですが、当時まだまだ東京にはそん

なに車は走っておらず、自家用車なんてとんでも

ない話でございます。免許証だけでもとりたいと

思いまして、試行錯誤をしながら考えたのですが、

教習所に行くお金を持っておりませんでした。し

かし私の知人が、当時非常に珍しかったのですが、

シボレーという車を持っておりました。そしてそ

の知人が香港に出かけるということで車を置いて

行ったのです。私が彼に呼ばれて、車を動かすから

一緒に来ないかと、当時吉祥寺の成蹊学園の中に

非常に広いグラウンドがあり、とにかくブレーキ

とクラッチとアクセル、ハンドル、当時はオートマ

なんてとんでもない話ですから、なんとか車を二

人で持ち出ししました。そして成蹊でエンストを

起こしながら運転したのですが、それが私がハン

ドルを初めて握ったときのことです。 
これで免許証なんか取れるのかと思いましたが、

やってみないことにはわからないと、当時東京の

試験場は鮫洲にしかありませんでしたので、鮫洲

の試験場に行きました。そして車を運転したこと

がありませんでしたので、10 分でもいいと思い、

なけなしのお金を出して 10 分間だけ教習所で運

転の仕方を教わりました。その時に試験官は、「こ

れでよく免許証をとりにきたな。こんなのでとれ

たら俺の首をやる。」と言っておりました。確かに

おっしゃる通りだと思いました。 
無理だと思いましたが、結果は後からついて来る

という私の変な理屈があったものですから、試験

を受けました。まずは学科です。これも一夜漬けで

何とか頭に入れて受けました。確か試験を受けた

人間が 15 人位だと思いました。終わって 10 分ほ

ど経過してから、名前を呼ばれました。私の記憶で

は5人位呼ばれました。私は呼ばれなかったので、

駄目だったのだと自分で自分を納得させたのです

が、実は名前を呼ばれた人間が学科試験に落ち、そ

して名前を呼ばれなかった人間が受かったのです。 
次に実地、一番苦手だと思っていたのですが、当

時 T 型フォードのような形がいわゆる普通車とい

う免許証でした。私は教習所の試験官に取れるわ

けがないと言われたのですが、ちょうど順番が 3
番目で、ちょうど良い案配で前の 2 人の運転を見

ることができましたので、じっくり見ておりまし

た。そして自分の番になったのですが、緊張をして

しまって足がガタガタしてしまい、アクセルを踏

もうと思ったらクラッチがガタガタ言うのです。

これは駄目だと思いましたが、ここまできたらと

にかくやろうと思い、やりました。 
しばらくしてからまた放送で、確か 3 人名前が

呼ばれました。今度は私の名前も入っておりまし

たので落ちてしまったと思ったのですが、なんと

受かったのです。こんなバカな話が無いと思いま

したが、運が良いと言いますか、悪運が強いと言い

ますか、そんなことで免許証を昭和 30 年 7 月 10
日に取りました。 
さて免許証を取ってからのいわゆるアルバイト、

一般労働者の賃金が 240 円の時代です。私は当時

九段にありました学生援護協会行きまして、運転

手という所にエントリー致しました。当時免許証

を持っている人は非常に少なく、3 人おりましたが、



雇用先はアメリカの週刊誌「ニューズウィーク」で

す。今丸の内の三菱館に東京支社がありまして、そ

こで短期の運転手を募集しておりました。 
3 人で行き、一人ずつ面接をしたのですが、最初

は Mr.ペイジと言いまして、支配人でございまし

た。英語と日本語で、英語は全くわかりませんでし

たが、免許はいつとったのだという具体的な話に

なった時に、免許をとったのがこの前ではないか

と、それでよく運転手としてエントリーしたねと

言われました。その次に日系の Mr.柴垣がきまし

て、非常に感じの良いおじさんでした。ダメかなと

思っておりましたが、これも 3 人の中で悪運強く

私が受かりました。 
そしてドライバーの実地、いきなり東京の丸の

内です。当時既に一方通行がありまして、信号もそ

こそこ、一時停止もありました。Mr. 柴垣が横に乗

って、彼の言う通りに運転するということだった

のですが、運転しようと思ったらちんぷんかんぷ

んなのです。何しろ教習所の 10 分間しか運転して

いないのです。賃金を貰う立場ですのでいい加減

なことはできませんが、緊張をしてしまって、ガタ

ガタでした。 
運転するだけで精一杯なので、信号が見える訳

でもなく、一時停止も、一方通行も見えませんでし

た。とにかくごまかしごまかし帰ってきたのです

が、これではダメだと言われ、その通りだと、わか

りましたと言いました。しかし何かひかれたので

しょう、その柴垣さんに、「最初は皆こんなものだ

から、しばらく通ってきなさい」と言われ、実際に

通いました。 
時間ですので続きはまた・・・ 
 
 
           小室昭男会員 

 
皆さん、明けましてお

めでとうございます。 
本年も宜しくお願い致し

ます。 
田中さん、楽しいお話ありがとうございました。 

田中さんの後にお話するというのは、なかなか厳

しいと言いますか、良い話が思いつかないのです

が、前もって考えてくるのが苦手で、考えてしまう

と夜も眠れない日が続くので、取り敢えず思いつ

いたままにお話させて頂こうと思います。 
私は毎年、年の終わりと年の初めにやっている

ことがあります。昨年少し流行りました言葉に「ル

ーティーン」というものがあると思いますが、ワー

ルドカップラグビーで有名になりました五郎丸さ

んがやっていました。私も何回か真似をしてみま

したが、子供に笑われたので止めました。 
年の終わり、11 時 59 分に必ずここの八幡様に

お参りに来まして、今年も一年ありがとうござい

ましたという挨拶をさせて頂き、年の初めは 12 時

ちょうどに、鳥居の所に並びまして、新年の挨拶を

させて頂いております。これは 20 年来続いている、

流行言葉で言うルーティーンになっているのです

が、お賽銭も良い年という思いを込めて、4114 円

させて頂いております。おかげ様で、悪い年もあり

ましたが、とりあえずは普通に生活させて頂いて

いるのかなと思います。普通に生活するというこ

とは、私にとって一番良いことなのではないかと

思っておりますので、神様に対して願いも通じて

いるのかと思います。この毎年やっていることを、

これからも欠かすことなくやっていこうと思って

おります。これから先どのようなことが起きるか

もわかりませんが、自分のスタイルを崩さずに頑

張ってやっていこうと思います。 
ルーティーンという言葉で思い出すのは、スポ

ーツ会ではイチローさん、イチローさんもルーテ

ィーンを非常に大切にしております。バッターボ

ックスに入って打ち出すまでのポーズは、毎回寸

分の違いもなくやっているのではないかと思いま

す。それによって色々な結果も残していますし、ル

ーティーンというものがどれほど大切なのかとい

うことを自分なりに理解しつつ、真似をしている

訳ではないのですが、例えば朝玄関を出るときは

どちらの足から踏み出して出かけようか、また車

に乗る時もどちらの手で開けようかといったこと

も、自分なりに決めて行動しています。 
ご飯を食べるときも、本来私は夕食しか食べな

いのですが、幸か不幸か、ロータリークラブに入っ

てからお昼ご飯を食べるようになりました。そし

てお昼ご飯を食べるようになってから、不思議と



体調が良いのです。3 度の飯はきちんと食べなけれ

ばダメだということを、昔父に言われていたので

すが、一つ物事を増やすことによって、自分の考え

方が変わったりするのかなと思いつつも、ロータ

リークラブの例会には月に 2 回位しか出席できな

いので、これがルーティーンとは言えないと思い

ます。しかし先輩方の健康そうな顔を見ると、やは

りロータリーに参加して皆の顔を見ながら楽しい

話等をする場を作るということも大切なのかなと

思っています。 
今年、年が明けてからまだ仕事を 1 日も休んで

いないのですが、昨年は年間通して 3 日しか休ん

でおりません。今年は何とか家族同伴の旅行等に

も参加できるような努力をしていきたいと思いま

すし、せめて昨年の 3 日から今年は 4 日位には伸

ばしたく、頑張りたいと思います。 
おかげ様で仕事も順調にきておりまして、ある

程度売り上げが上がったら、会社を組織にして、も

っと例会にも参加したいと思っております。今年

はそれを目標に、法人化して従業員も何人か雇え

れば良いなと思いつつ、頑張っていきたいと思い

ます。 
やはり一人でやっているので、何かあれば必ず

自分で対応しなければいけないという悲しい性が

あるのですが、自分がやることによってお客様の

顔も直接見ることができ、色々なお客様に対する

診断もできるわけです。しかし従業員を雇った場

合、自分の目の届かない部分があったり、実は昔従

業員を雇っていたときに、少し裏切りがあったり

ということもあり、そのため従業員を雇わないと

いう方針でずっとやってきました。しかしこれか

ら自分ももっと大きくなるためには、人を増やし

ながらやっていかなければいけないのかなと、今

年 58 歳になるのですが、体力的にも衰えてきて、

やはり 1 人よりも 2 人、2 人よりも 3 人と、自分

にはできないことを、専任職の中で出来る人に任

せていくということも、非常に大切なのかなと思

っています。 
今年はとにかく全力投球で頑張って、結果を残

しつつ、このロータリー活動の方にも少しでも力

を注ぐことができれば良いと思っております。特

にロータリーの会の皆様方には、色々とご指導頂

いたり、仕事の面でも応援して頂いたり、かなり感

謝をしておりますし、その受けた恩は必ず自分で

返していかなければならないと思っております。 
これからも頑張っていきたいと思いますので、応

援の程、宜しくお願いしたいと思います。 
 
 

 
                         
              
     
江原君 明けましておめでとうございます、本年   
    も何卒宜しくお願い申し上げます。 
    早速、嬉しい事がございます。本日より田

端会員のご紹介で菊田様が私共と共に当

クラブの活動に加わっていただく事にな

りました。皆様よろしくお願い致します。

また、田中(隆)会員、小室会員 今年最初

の会員卓話を宜しくお願い致します。 
    ながくなりますが、どうしても一言、吉川

会員おめでとうございます。お待ちして

おりました、また皆で楽しい時間を過ご

しましょう。 
小島君 新年明けましておめでとうございます。 
    今年も宜しくお願い致します。 
    吉川さん、お帰りなさい！嬉しいです。 
    新入会員の菊田さん入会おめでとうござ

います。田中(隆)会員、小室会員卓話楽し

みです。 
浜野君 明けましておめでとうございます。 
    吉川さんが元気に出席して頂いて大変嬉

しいです。菊田様入会して頂いて大変う

れしいです。田中(隆)会員、小室会員卓話                    
    宜しくお願い致します。 
稲見君 明けましておめでとうございます。 
    今年もよろしくお願いします。江原年度

後半も頑張って下さい。田中隆行会員、小

室会員、卓話楽しみにしています。 
益子君 明けましておめでとうございます。 
    菊田様、入会おめでとうございます。これ

からよろしくお願いします。田中隆行会

員、小室会員の卓話楽しみにしています。 

http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=325903&sw=%E7%8C%BF005


宮岡君 会員の皆様、年末の母の通夜、告別式には

お忙しい中ご参列頂き、また大変なお気

使いを頂き有難うございました。 
沼崎君 明けましておめでとうございます。本年

もよろしくお願いします。実は今月２１

日より１０日間、妻が新狭山のギャラリ

ー麦で絵の個展を開きます。お暇があり

ましたらご覧になって下さい。 
佐藤君 新年明けましておめでとうございます。 
    今年はワクワク、ドキドキ楽しいロータ

リーを目指しましょう。本日の会員卓話 
    田中隆行会員、小室会員、新年一発目宜し

くお願い致します。それと、当クラブ美女

軍団№１の吉川会員、元気に復帰！お帰

りなさいませ、本当に良かったです。 
高田君 明けましておめでとうございます。 

皆様のご多幸をお祈りいたします。 
吉川君 半年近くお休みしました。ご心配して頂

いたり、励ましていただき有難うござい

ました。お陰様で順調に回復しておりま

す、なるべく欠席しないように致します。 
会員誕生祝 東君 田中(隆)君   
夫人誕生祝 守屋君 佐々木君 佐藤君 清水君 
      柴田君  
結婚記念日 佐藤君 古谷君 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※次の例会     例会臨時変更 
１月２６日（火）      １１：３０～１５：００ 

企業訪問 石坂産業 

 
 
 
 


