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例会の記録

菊田邦彦会長
国歌斉唱・奉仕の理想
栗原会員 宮岡会員

出席報告 出席向上委員会 < 沼﨑正徳 委員長 >
会員数
20 名

出席者数
16 名

出席率
88.89 ％

会長の時間

菊田邦彦 会長
今日食事の時に、ちょっとかわったＣＤを流しました
が、あれはカンボジアの民族楽器の音楽です。
今から 15 年程前、カンボジアにアンコールワットを
見に行った時のことです。

アンコールワットの隣に、アンコールワットより少し小
さいアンコールトムという寺院がありまして、そこの
周りに今聞いていただいた楽器を弾いている一団
がおりました。その方たちは皆、手がなかったり、足
がなかったり。。。。。 そういった方たちが一生懸
命楽器を奏でていました。私達が行くと、是非聞い
てくださいと日本の民謡を弾いてくれました。
米山記念奨学生のマイさんの国ベトナムも、今から
40～50 年前は大きな戦争があって、枯葉作戦で多
くの人が苦しんでいたことは皆様も記憶されている
と思います。
私が小学校に入った頃、母に連れられて行った新
宿や池袋の繁華街には、ハーモニカやアコーデオ
ンを演奏する傷痍軍人がたくさんいて、行き交う人
から募金をもらっていたのを今でも鮮明に覚えてい
ます。
今、ウクライナとロシアが戦争をしています。そこに
は多くの人が負傷したり亡くなったりしています。
そして、そういう人達は生涯それを背負っていかな
ければならないのです。
カンボジアも過去に大きな内戦があって、今やっと
立ち直ってきました。
今日のロータリーソングは「奉仕の理想」で、歌詞の
中に「望むは世界の久遠の平和」とあります。
これから平和が続きますように。。。。
と希望をもちましてＣＤを聞いていただきました。

米山記念奨学生へ奨学金の授与
米山記念奨学生グエンフォンマイさんへ
6 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
先週発表したように、最
近は就活と論文を書い
ています。
今日は、日本に来たば
かりのころに感動したこ
とをお話ししたいと思い
ます。
私は日本に来て 3 日後
に、先輩と“池袋の東口
のビックカメラの前”で待
ち合わせをしました。
その時はスマホを持っていなかったので、道もわから
ず 1 時間半も探しましたが、何度も何度も花屋さんの
前に来てしまって困っていました。仕方なく、30 代の女
性に「ビックカメラに行きたいのですが？」と聞くと、「私
もここに住んでいないからわからない。」と言いつつ、ス
マホで調べてくれ、そしてビックカメラまで連れて行っ
てくれました。お蔭で先輩に無事会えました。
わからないのにわざわざ調べて、そして一緒に連れて
行ってくれたことにとても感動しました。

日にち： 6 月 18 日(土)
＊雨天の場合は 6 月 19 日(日)
時 間： 10：00～
場 所： 栗原成実会員の畑
持ち物： 軍手（ビニール手袋） 長靴
汚れてもよい格好で！

・親睦活動委員会
< 佐々谷悦子 委員長 >
6 月記念日のお祝い
会員誕生 ······· 小島君 清水(幸)君
夫人夫君誕生···· 渡邉君 東君
結婚記念 ······· 東君

会員卓話
【 私の半生 】

幹事報告
< 小林奈保絵 幹事 >
報
告
 事務局よりひまわり倶楽部賛助会員申込みされ
た方へ：
令和 4 年度会費申込み＆振込完了のご報告
預り金明細書で残高確認のお願い
受贈会報
 所沢中央 RC ・入間南ＲＣ

委員会報告
栗原成実会員よりお知らせ

じゃがいも掘り
日にち変更のお知らせ ＆ ご協力のお願い
昨日、じゃがいもの試
し 掘りを してみた と
ころ、まだピンポン玉
よ り少し 大きいく ら
いでした。これから気
温 も上が って成長 も
一 気に早 くなりま す
ので、当初予定の 11
日を、一週間先の 18
日に変更したいと思います。
改めて出欠を取り直しますので、ご協力を宜し
くお願いいたします。

柴田 譲 会員
私の生年月日は、1943 年（昭和 18 年）3 月 26 日です。
生まれた場所は都内北区王子です。
幼少期はそこで生活しておりました。
高校は都立の実業高校に進学し、卒業は 1961 年（昭
和 36 年）の 3 月でした。
4 月から実社会に出て社会生活に入っていきました。
しかし、すぐにカルチャーショックを受け、この状態か
ら抜け出そうと色々思案しました。この時の向かう方向
は次のようなことでした。
１ 自分は、このカルチャーショックの原因は、社会の
在り方、社会の仕組みがどうなっているのかの内
容が全く分かっていないからだ、と結論付けまし
た。であれば、他の会社に行ったとしても又辞める
羽目になると思い、この繰り返しはダメだということ
でした。
２ ではどうするか？自問自答の結論は、大学に行っ
てしっかり学ばなければダメだということでした。
その決意を秘めて両親に話しました。

その結果、『入学等のお金は用意できない。期間は
与える』とのことでした。両親から資金を求める事は無
理なことは家の状況から承知していました。
そこで勤務している会社を 1 年半勤めて、残り半年を
予備校に行こうと思い、決意を固めました。
この時、同時に他の選択をあえて求めませんでした。
あくまでも大学受験一点に絞り、ただただこの方針に
沿って行動しました。
2 年後、1963 年（昭和 38 年）4 月、法政大学工学部に
入学することができました。
その 4 年後、1967 年（昭和 42 年）3 月、当大学工学
部を卒業し、同年 4 月、専門商社の【栗山護謨㈱】に
入社しました。
土木、機械工業、造船等の分野に必要とされる部材
の販売会社で、大変楽しい雰囲気の闊達な会社で、
業務 5 年、その後営業に配属され、東京支店に 10 年、
大阪本社に 6 年、そしてまた東京支店に 3 年と勤めま
した。
東京支店に戻った時は部長職で配属されました。
この間、大阪勤務 6 年の間で、大阪本社の住友軽金
属の橋梁のアルミ高蘭を鋭意製造販売している同社
と縁があり、小生が大阪での営業を進める上で、この
商品を中心に販売して大きな成果をあげることができ
ました。
それを受けて、東京支店に異動した際、予め住友軽
金属側から、東京に勤務しても住友軽金属の販売を
強く求められておりました。
その後、住友軽金属側から、柴田自身が独立して当
メーカーの代理店になってほしい旨、担当課の課長
及び部長職レベルから、3 年間は実質応援するので、
向こう 1 ヵ月ぐらいの間で結論を出すよう要請を受けま
した。
私自身としては大変ありがたいことで、前向きに検討
させて下さいとお話しし、妻に同意を求めました。
意外や妻も即答してこの話を進めるべきだと強く押し
てくれました。
たまたま 1992 年（平成 4 年）に入社された人と一緒に、
埼玉県下全域を営業エリアとして与えられ、二人で一
緒になって営業展開して参りました。
1993 年（平成 5 年）12 月に【㈲シバタ建商】の名称で
法人設立にこぎつけ、以来今日まで 29 年間その関係
のままで今日に至っております。
1993 年の時点から、メーカー入社された方と 2 年間を
除いて 27 年間一緒に営業させてもらっております。
その方も頑張られ、都市景観の部長職を 1 昨年拝命
され、今現在も、小生が元気でいる間は今の仕事を
やって下さいと、あたたかい要請を受け、今年も入れ
てあと 3 ヵ年販売業務をさせて頂いております。
今日の時点で過去を振り返る上での小生の「座右の
銘」を勝手ながら述べさせてもらいます。

その 1

継続は力なり
その 2

なせば成るなさねば成らぬ何事も
成らぬは人のなさぬなりけり
<上杉鷹山>

菊田君

東君

江原君

浜野君

寳積君

小島君

前例会欠席して失礼しました。6 月に
なり暑い日が続きますが皆様体調はい
かがですか。まだコロナも終息しませ
んが、マスクも一部しないで外に出ら
れる様になったのはうれしいです。本
日の卓話柴田さん、お話たのしみです。
よろしくお願いします。
結婚記念(6 月 25 日)と夫君誕生(6 月
20 日)両方を祝っていただき、ありが
とうございます。
本日の卓話の時間は柴田パスト会長が
お話し下さるとの事で楽しみにしてお
ります。宜しくお願い致します。
本日の会員卓話は柴田パスト会長です
ネ。波乱万丈な半生と伺っています。
楽しみに来ました。宜しくお願い致し
ます。マイさんいらっしゃい。
本年、夏も猛暑の予感です。マスクは
TPO を考え、うまく使用していきまし
ょう。本日は柴田会員、卓話たのしみ
にしております。
誕生日のお祝ありがとうございます。
年齢に負けないように頑張ろうと思い
ます。柴田パスト会長の会員卓話楽し
みです。

栗原君

柴田さんの卓話をとても楽しみにして
います。宜しくお願いいたします。
宮岡君
五月の例会を都合により全休してしま
い御迷惑をおかけしました。柴田さん
の卓話楽しみです。
沼﨑君
5 月には私の結婚記念日がありました。
今年は 55 周年。長いようで案外短いも
のです。二人共今の所健康で助かって
います。お祝い、有難うございます。
（月おくれです。
）
佐々谷君 柴田さんの卓話を楽しみにしてました。
久しぶりにお話を聞けて！！
柴田君
本日は私の「会員卓話」になりました。
私の半生をお話しします。宜しくお聞
き下さい。
清水(幸)君誕生祝、ありがとうございます。後期
高齢者もすっかりいたにつき、病院に
行く回数がめっきりふえました。
若松君
柴田パスト会長の卓話楽しみにしてま
した。宜しくお願いします。
渡邉君
本日の「会員卓話」は柴田パスト会長
が菊田年度最後の卓話となりますので、
楽しみにしておりました。どうぞ宜し
くお願い致します。
渡邉君
妻の誕生日のお祝い有難うございます。
追伸、妻は孫に年齢は 18 歳といつも言
っています。

新旧合同理事会（例会終了後）





7 月、8 月のプログラムについて
承認
次年度におけるガバナー予定者の問題について
会長・幹事が意見書提出後の状況を確認して会
員へ報告すること
ガバナー公式訪問・クラブ協議会について
次年度ガバナー未定の為次回へ持ち越し

◆ 次の例会 ◆
6 月 24 日（金）
例会取り止め
7 月 1 日（金）
第 2 副 SAA：佐々谷会員 柴田会員
クラブ協議会
7 月 8 日（金）
第 2 副 SAA：清水(幸)会員
クラブ協議会

田端会員

