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ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を
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国際ロータリー会長

ロン D. バートン

第2571回例会（7月30日）☆司会

点鐘 …髙橋 宏会長
斉唱

場所 「モナの丘」 点鐘12時30分
※8月20日及び27日は、伊勢丹店休日の為ビジ

…奉仕の理想

ター受付無し
・厚木県央ＲＣ

会長報告
◎ガバナー事務所

8月2日（金）→8月3日（土）移動例会

より

・ ８月のロータリーレート
・ インターアクト通信

点鐘：10時30分

１ドル＝１００円

場所：こまや

愛甲郡愛川町半原914

8月16日（金）→休会

8月24日（土）13：00 ～ 17：00

定款第6条第1節（c）による

8月23日（金）→8月24日（土）野外映画鑑賞会

第一相澤ビル６階「会議室」

点鐘：18時45分

より

場所：厚木市立厚木第二小学校

招待状

校庭

『魔女の宅急便』

・ ８月４日早朝清掃の実施について

・大和中ＲＣ

・ 平成25年度厚木市戦没者追悼式の開催について

8月15日
（木）
→休会 クラブ定款 第6条 第1節により

8月22日（木） 午前10時30分から11時45分

8月22日（木）→夜間移動例会

厚木市文化会館
◎高松南ＲＣ会長マスウド・ソバハニ様
・ 例会参加

場所:厚木市中町会館

点鐘：10時30分

知らせ

・ ８月３日大花火大会

阿波おどり

8月9日（金）→移動親睦例会

８月号

・ 2014-15年度財団補助金管理セミナー開催のお

◎厚木市役所

十亀健志 副SAA

点鐘：18時30分

より

場所：北京飯店

案内

スマイル

幹事報告

黄金井康巳君

◎例会変更

本日、桃のビールの仕込みをしています。厚木産の桃

・瀬春日ＲＣ
7月31日
（水）
→休会 クラブ定款 第6条 第1節により
8月14日
（水）
→休会 クラブ定款 第6条 第1節により
・相模原南ＲＣ
8月13日
（火）
→休会 クラブ定款 第6条 第1節により
8月20日
（火）
→移動例会
場所：小田急ホテルセンチュリー 点鐘 12時30分

100％で仕込みます。お盆明けに出荷予定です。
壽永純昭君
先週配布されたクラブのポロシャツで地区委員会に
出席しました。大変好評でした。スラックスの色の
コーディネートがむづかしいです！
渡辺伸一君
早退させていただきます。

8月27日（火）→9月1日移動例会

今日のお祝い 「おめでとうございます。心よりお慶び申し上げます。」
＊事業所開設

＊会員誕生日

西嶌洋一君（15日）

＊入会記念日

飛鳥井豊君（9日）

西嶌洋一君（H7.8.8）

髙橋

髙橋

宏君（13日）

今日の例会（2013 年 8 月 6 日）

次回の例会（2013 年 8 月 13 日）

「会員増強月間」
担当：吉岡

浩君（H21.8.18）

「私の職業奉仕」
敏君

講師：小嶋章司氏（地区増強委員 小田原城北RC）

担当：山本淳一君

今日のお花

前田賢一君
昨日、日興証券の板井さんに小６の三男がお世話に
なりました。小学生向けのセミナーに参加して名刺
まで作成してくれて本人よろこんでました。セミ
ナーのおかげで夏休みのあいだに金もうけしたいと
言ってました。たのしみです。ありがとうございまし
た。※すみません早退します。
三橋一皓君
事業所開設のお祝い有難うございました。所用によ
り中途退席いたします。山口さんのお話を聞けなく
て残念です。

委員会報告
雑誌・広報・年史委員会
本多正彦委員長
ロータリーの友⑧の読みもの
ロータリー会員数の推移 P10,P11
リスボンで平和を語る/壽永さんへの質問のネタ P14
日本、トルコ友好の礎 P②

ほおずき

鬼灯（本多正彦君）・りんどう（壽永純昭君）

「私の生い立ち」
担当：山口巖雄君

この頃、こうした講話をすることが苦手です。何を
どうしてどのように話をするか、まとまらなく悩ん
でしまいます。
最初、卓話担当者のお話を聞いた時、講師をお願い
しようと思いました。
題目は「圏央道開通に伴い、県央のそして厚木の将
来像・展望」についてを企画しておりました。
圏央道が開通しますと、全国（東名、新東名による
西方面、圏央道による東北、北陸、関東一円）の人物・
情報がこの厚木に集約されると言っても過言ではあ
りません。
「ハイウェイの街」 誕生であります。全国どこを
探してもフィガー状に五つものインターがあるのは

厚木であり、市内どこにいても１０分以内で高速に
乗れる街はありません。
あえて上げるならば、新潟県の長岡市、これは田中
角栄先生地元であり、小さな町に３ヶ所インターを
設置し、高速に乗れるシステムです。
厚木の場合は、インター予定地周辺は未開の地で
あり、将来の開発・展望が大変大きいです。故にこの
度、国より「さがみロボット産業特区」の指定を受け
た訳です。
人をこき下ろすこの指定をしっかりとした長期政
策にのっとり、企業誘致条例インベスト神奈川の活
用、市独自の企業誘致政策が出来、県央で一歩先んじ
た政策展開が必要であります。

かつて、日産自動車先端技術開発研究所は、この政
策に呼応し進出をしてくれました。

手交替だよ。
今回出場しなければ二度と出場できない
ぞ！！骨が折れている訳ではないだろう！走り出せ

このような県央厚木の未来への街づくりだって講

ばそんなの直ぐ忘れるよ」
と言われ、当日、八区平塚～

演をいただく予定でしたが、会長より“自分の生い立

戸塚間を走り、
見事に区間3位。3人抜き。9位から6位。

ち”のテーマに位置づけられましたので、急きょテー

入賞位置に入りました。先輩の一言。厳しかったかも

マに添ってお話をさせていただきます。皆さんにお

知れないが、
今では感謝しております。

話をする程の生い立ちではありませんが・・・
私は、厚木産まれの厚木育ちです。9人兄弟の8番

私の人生が大きく変わった時であります。
23歳。修業に鶴見に行きました。

目です。幼い頃から”イタズラっ子“で地域ではそれ

私の叔父に独立して何か事を起こしたいと相談し

なりに通っていたそうです。それが後に大きな役に

ました。叔父は、農家の三男、独立する時は、
「どうい

立つとは・・・

う社会情勢・経済情勢か解らない、商売の基礎を勉

私の人生は、
「２０年サイクル」です。自分でもビッ
クリしました。
◎0歳～ 22歳

に残っております。
学生時代特に陸上競技、長距離で

箱根駅伝を3度走りました。一度は”病

結核”と

診断され参加出来ませんでした。
◎23歳～ 42歳

商業に専念しました。

（4年間）46年に厚木で開店しました。
51歳～ 62歳

政治に43歳～ 51歳

社長からは、山口信用が商売は第一。特に銀行は約
束を守れ。それが成功の鍵。預金は一度おろしても、
再度預金すれば額は変わらない。しかし信用は、一度

私が4年の時大ブレーキした鶴見で見習の修行
◎43歳～ 63歳

強しろ“他人の飯”を食べて来い」と言われた事が心

県議会議員。

市長をつとめ

おろしたら元に戻すことは出来ない。
昭和44年

独立開業

26歳でした。

商売は、三年間年中無休。夜は麻雀店を開き、1時
～ 2時閉店。店は9時に開店。
23歳でＪＣに入会。38歳で理事長を務め、39歳で

◎63歳～現在の福祉事業に従事しております。
この20年サイクルの中でのエピソードを交え”そ
の一言”を取り入れてお話をさせていただきます。

ＲＣに入会しました。
当時小林会員が、どんなに忙しくても、一週間に一
度、一時間の時間が調整できないような社長では経
営能力がないからだ。挑戦しなさいと・・・入会

“子育て教訓”

42歳。無名の新人。厳しい選挙戦でした。改めて妻

・ にくくてただ道にあらず笹の雪 （父）

のありがたさを知りました。まだ味わってない方は、

・ うしろ指さされない人になって下さい（母）

政治家を志されると妻のありがたさが解ります。互

・ あいさつの出来る子供になって下さい（母）

いに夜は泣きながら励まし合いました。選挙戦の最
終日。土下座して二人で最後のお願いをした事が忘

大学１年生の箱根駅伝の時でした。私は右足の親

れなれない。

指で着くのがやっとの状態でした。信頼する先輩に、

52歳。市長時代のこと。健康回顧。

この状態では走れない、監督に相談した方が良いので

63歳。市長選敗退のこと。

はと話をしました。
即座に
「山口、監督に相談すれば選

現在。保育園のこと。

出席報告

をお話します。

＜会員 36 名、出席対象 33 名＞

7 月 16 日例会
確定出席率 84.85
＜事後メイク＞
前島憲司君（7/26 川崎麻生RC）

％ 7 月 30 日例会
出席 29 名 欠席 4 名 出席率 87.88％
＜欠席＞
吉川博宣君・米山尚登君・田口周介君・今 和広君

