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菊田邦彦会長
国歌斉唱・奉仕の理想
田端会員 高田会員

出席報告 出席向上委員会 < 沼﨑正徳 委員長 >
会員数
21 名

出席者数
18 名

出席率
94.74 ％

会長の時間

菊田邦彦 会長

先日途中までさせていただいた自己紹介の続きを
お話しいたします。
皆様の中には、自分の仕事を子供に継がせる難し
さを感じている方もいられるのではないかと思いま
すが。。。
私は、父親が倒れたことで、家業の八百屋を継ぐの
は当たり前だと八百屋になりましたが、半年ほどで
父親も元気になり仕事が出来るようになりました。
そうすると、仕事に対しての考え方ややり方が父親
と私で違い、だんだんと私の居場所がなくなってし
まったのです。
そこで私は、オート三輪車に野菜を積んで移動し
ながら売る「引き売り」をはじめました。

例会の記録

そうこうするうち
に、そこによく来
ていたお客様に
栄養士をしてい
る方がおり、その
方からレストラン
ニュートーキョウ
を紹介していただきました。はじめは従業員の食堂
用に卸していましたが、そのうちに、方々のニュート
ーキョーの店舗や夏季のビヤガーデンに卸させて
もらえるようになりました。当時流行りのハワイアンシ
ョーを観たのもその時です。
縁あって、安田講堂の大学紛争に全国から集まっ
た機動隊や皇宮警察にも野菜を入れさせていただ
いておりました。
そんなことで、小さな八百屋ではありましたが売上
はとても良かったのです。しかし良いときは長くは続
きません。次第に父親の怠け癖がひどくなりました。
何に使ったのか日に日にお金がなくなり、野菜を仕
入れるお金さえ無くなって、とうとうお店をたたまざ
るをえなくなりました。そしてついに閉店。。。
当時、私は自動車の大型免許を持っていましたの
で、運送会社に就職し、板橋の清掃工場と夢の島
をトラックで 3 往復する仕事をしました。
ある日の昼、お昼を食べようとした時に、将棋をしな
がらかつ丼を食べている不動産屋さんを見て「昼に
かつ丼が食べられるなんていい仕事だなぁ。俺も不
動産屋さんやろうかなぁ。」と思って就いたのが今の
仕事です。
なんとか宅建（宅地建物取引士）の資格を取り、そ
れを友達に自慢したことから、所沢の不動産会社
に就職しました。
八百屋をしていた江戸川から所沢へと移動。なんと
もひょんなことからここでの生活がはじまります。
この続きはまたまた次回にさせていただきます。

米山記念奨学生グエンフォンマイさんへ
8 月分の奨学金 100,000 円をお渡ししました
マイさんよりひとこと
前期の授業は全て終了し、
今週から 1 ケ月半の夏休
みがはじまりました。
休みの間
・インターンシップでホテ
ルのことを学ぶ
・英語能力を上げる為に
英語検定を受ける
この 2 つの目標を頑張りま
す。

お世話になっている会員の皆様
にお礼をしたいと、今
回ベトナムの民族衣
装「アオザイ」を
買ってきました。
申し訳ありませ
んが、そこには
男性用のアオザ
イが売っていなかっ
たので、今回は女性
会員の方のみに差し上
げます。
一人一人刺繍も色も違うアオザイ。そして包装には、こ
れもまた会員一人一人の名前が丁寧に書かれていま
した。マイさんの優しい気持ちが伝わる、心のこもった
プレゼントをいただきました。
ありがとうございました！

幹事報告

・6 月 19 日に行なったじゃがいも掘りの写真を貼
り出しましたので、どうぞご覧ください。
・狭山市中学生環境作文コンクールの個人協賛金
のお願い
作品集に企業の広告を掲載
金額：\2000 or \5000
受贈会報
・所沢西ＲＣ
回
覧
・「第 19 回ﾛｰﾀﾘｰ全国囲碁大会」のご案内
・川越小江戸ｱｸﾃｨﾌﾞﾛｰﾀﾘｰ衛星ｸﾗﾌﾞより
「例会日・例会場のお知らせ」
・国際ﾛｰﾀﾘｰ日本事務局より
「在宅勤務延長のお知らせ」
・所沢 RC 飯能 RC 入間南 RC より
「例会変更のお知らせ」

委員会報告
・親睦活動委員会
< 佐々谷悦子 委員長 >
8 月記念日のお祝い
会員誕生
清水(武)君 佐々谷君 稲見君
夫人誕生
清水(武)君 菊田君
沼﨑君

喜寿
清水武信 会員
77 歳、
おめでとうございます。
益々若々しくお元気で！

< 小林奈保絵 幹事 >
・水村雅啓ガバナーからのお便り紹介

会員卓話
田端都女子

・食事中の BGM について
現在食事中の会話を控えて頂いておりますので、
BGM を流します。皆様お気に入りの音楽 CD を是
非お持ちください。

会員

本日 8 月 6 日は広島に原爆が投下された日です。
９日は長崎に投下され、そして 8 月 15 日に第二次世
界大戦が終結しました。
私は終戦後に生まれましたが、原爆の式典が毎年放
送されているのを目にし、平和を願わずにはいられま
せん。。。

ぎずに育てたのがよかったのか、２人共上手く育って
くれました。子供たちはそれぞれ結婚し、現在孫 7 人、
ひ孫 2 人です。

私は、2015 年 3 月 3 日、稲見淳パスト会長のご紹介
で狭山中央ロータリークラブに入会しました。
出身は秋田県湯沢市、6 人兄妹の 5 番目として生ま
れました。兄妹とても仲が良く、今でも毎年兄妹会をし
ているほどです。

私は、平成 16 年に、倫理法人会（一般社団法人倫理
研究所）に入会しました。ここでは“あたりまえのことを
あたりまえにする”という「生活の法則」「一番楽な生き
方」を教えてくれます。
会長と事務局両方を引き受けた時には、主人が胃ガ
ンになり、主人の兄がくも膜下出血で亡くなり、私の姉
が医療ミスで亡くなるという、とても大変で試練の時で
した。そんな時でも、自分の仕事の他に倫理法人会
の会長職や事務局の仕事もし、そして笑顔の挨拶運
動も欠かすことなく参加しました。
お陰様で主人は元気になりました。
今では、講演会に孫を連れていくこともしばしば。そこ
で聞かせたこと、見せたことは、孫たちの成長の過程
でなんらかの影響を与えているのではないかと思いま
す。
＜講演会で出会った方々＞

湯沢市は 1958 年から 1963 年にかけて、皆瀬ダムの
建設（西松建設）があり、東京から建設に関る人達が
沢山やってきました。
皆瀬ダム

家業は半農家で、父は行商をしていました。
私が 5 歳の時に自宅が火災に遭い全焼。原因は、残
念なことに、父が連れてきた、一緒に行商していた者
の放火でした。当時は火災保険等がなく親兄妹は大
変苦労したようです。そんな中、有難い事に近所の人
から食料や日用品などの生活用品をいただいて、ず
いぶん助けていただきました。その後、うちの中で火
事の話しは禁句。それでも母は、父がいない時「お父
さんがあの人を連れてこなければ、こんな事にならな
かった」と愚痴をこぼす事もありました。

狭山市には昭和 54 年に来ました。当時務めていた不
動産会社では、給料の３倍働くつもりで様々経験をさ
せていただきました。とにかく『わからない事はわかる
人に聞く』をモットーに 20 年間懸命に働きました。
平成 10 年、48 歳の時に独立。有限会社栗駒ハウスを
設立しました。「身内のつもり」をモットーに土地・建物
売買仲介、賃貸借斡旋・管理等々をしております。
独立して 23 年経ちましたが、積水ハウス㈱様とはいま
だにお付き合いさせていただき、学ばせていただいて
おります。

たけだつねやす

 竹田恒泰氏（明治天皇の玄孫）

国体（国のかたち）
むらかみかずお

 （故）村上和雄氏（筑波大学名誉教授）

笑う！遺伝子
なかじょう た か の り

 （故）中條高徳氏（アサヒビール㈱名誉顧問）

アサヒスーパードライ作戦
かぎやまひでさぶろう

 鍵山秀三郎氏（㈱ローヤル（現イエローハット）創業者）

凡事徹底せよ
てらおかまさる

兄が北海道に行ってしまった為、実家を継いでいるの
は弟です。自分で事業をしながら実家の事もやっても
らっており、今でも実家があるのは弟のお蔭と、大変
ありがたく思っています。

 寺岡賢氏（公益財団法人修養団講師）

後継者倫理塾にて毎年修行
こ が と し ひ こ

 （故）古賀稔彦氏（柔道家）

バルセロナオリンピック柔道金メダリスト
さくらい

 櫻井よしこ氏（ジャーナリスト）

私は雪深い所で育ったせいか、雪のない所に憧れ、
19 歳の時に上京しました。雪の無い所はなんて良い
んだろうととても新鮮でした。そしていくつかの仕事を
しました。建設会社の電話交換手をした時は、記憶力
と集中力とを要する非常に忙しい仕事でしたが、とて
もやりがいのある貴重な経験をしました。あの時の記
憶力が今あればなぁとつくづく思います。
昭和 47 年、22 歳で結婚。田中角栄が列島改造論を
打ち出していました。
結婚後、事務員として不動産会社に勤務。２人の子
供をいっぺんに授かり、予想外の展開に手を掛けす

問答無用
最後に、とても衝撃的でありがたい清水武信会員の
言葉をご紹介します。

何もしなければ何も起こらない
やってみなければわからない
私は目標に向かって一歩一歩前進するんだ
十数年前に清水武信会員から聞いて依頼、私は事あ
るごとにこの言葉に背中を押されております。
これからも、「誰と出会い、どこで学び、誰と何を学ぶ
か」を大切にしていきたいと思っています。

菊田君

会員卓話、田端さんたのしいお話しよ
ろしくお願いします。妻正子の誕生日
のお祝いありがとうございます。最近
夫婦の会話が少なくなって来た様に思
います。
小林君
こんにちは。暑い暑いのとコロナで外
出を控えておりますと、運動不足を感
じざるをえません。どうにか心してこ
の難関をのり越えるべく、改めて体を
動かす事と食事の質についても考えさ
せられている毎日です。オリンピック
の選手はすごい！
浜野君
本日の会員卓話、田端会員宜しくお願
い致します。楽しみに来ました。
寳積君
田端会員、卓話たのしみにしておりま
す。
（ＰＳ）来年には何か良いことがあ
るでしょう。
沼﨑君
妻の誕生祝、有難うございます。昭和
16 年 8 月、第二次世界大戦開始直前の
生まれ。今年 80 歳になります。まだま
だ長生きしそうです。
佐々谷君 お誕生のお祝をしていただきありがと
うございます。
清水(武)君夫婦とも 8 月生れです。二人分の誕生
祝ありがとうございます。私は 77 歳
（喜寿）になりました。
田端君
狭山中央ＲＣに 2015 年 3 月 3 日に入会
させて頂き今日に至っております。本
日の卓話、どうぞよろしくお願い申し
上げます。暑さが厳しいです。どうぞ
皆様お体ご自愛下さい。
渡邉君
ガバナー補佐訪問が都合により中止と
なり、急遽田端会員の卓話となりご苦
労様です。本日の卓話を楽しみにして
おります。どうぞ宜しくお願い致しま
す。

◆ 次の例会 ◆
9 月 10 日（金）
第 2 副 SAA：江原会員 稲見会員
会員卓話：稲見淳会員
9 月 17 日（金）
第 2 副 SAA：栗原会員 宮岡会員
会員卓話：清水武信会員
9 月 24 日（金）
例会取り止め
❖

定例理事会（例会終了後）







9 月、10 月のプログラムについて
承認
緊急事態宣言中の例会･理事会開催について
8 月 13 日･20 日･27 日：中止
9 月 3 日：開催
（9 月の例会開催について審議）
8 月 20 日 ガバナー公式訪問ついて
中止
8 月 27 日夜間例会について
中止
11 月の親睦旅行について
現状では開催する方向で企画して準備する

新型コロナウイルス感染及び緊急事態宣
言の状況により変更する場合があります。

