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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
　栗原良幸君（5日）

＊会員誕生日
　森住　等君（10日）
　黄金井一太君（11日）

＊夫人誕生日
　森住　等君（美重子夫人5日）

＊結婚記念日
　山口巖雄君（4日）
　三橋一皓君（5日）

＊入会記念日
　山本淳一君（S59. 3. 6）
　加藤一郎君（S36. 3. 7）
　黄金井一太君（S36. 3. 7）

点鐘　…髙橋　宏会長

斉唱　…それでこそロータリー

ゲスト紹介

関根 征紀様　(神奈川大学ロースクール生)

会長報告

◎ガバナー事務所　より
・インターアクト通信　２月号
・シドニー大会　委任状について
・ロータリー文庫のホームページへのリンクについて

◎愛川すくすくステーション「手まり学園」　より
・手まり学園だより

スマイル

髙橋　宏会長・常磐重雄幹事
市川さん、入会おめでとうございます。少しでも早く
厚木RCになじんで頂けるようにサポート致します
ので、今後とも宜しくお願い致します。

常磐重雄幹事
本日、神奈川大学のロースクール生を社会勉強の一
貫としてつれて来ました。皆様かわいがって下さい。
市川信也君
本日入会させて頂きます。宜しくお願い致します。
黄金井康巳君
市川さんの入会を歓迎いたします。早くロータリー
になじんで、楽しんで下さい。
本多正彦君
市川信也さんの入会おめでとうございます。

山本淳一君
市川信也さんの入会を歓迎いたします。また早速「炉
辺会談」への出席をして下さる事となりありがとう
ございます。
壽永純昭君
大雪から10日が過ぎ庭の雪も姿を消しつつあります
が、本堂の瓦やトイレのトヨ、植木の枝おれ等々の被
害で損保の見積りを受けています。もう雪はいいで
すね！
滝澤　勇君
2月11日に横浜磯子公会堂で行われた、今井一男会員

第2598回例会（2月25日）☆司会　十亀健志 副SAA

今日の例会（2014年 3月4日）

創立記念例会（53周年）（移動）
担当：髙橋宏会長

次回の例会（2014年 3月11日）

私の生い立ち
担当：会田義明君
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が所属する横浜マジカルグループの発表会を見に行
きました。今井会員が扮するインドから来た超能力
者・イーマイさんが数々の超能力を発揮され見事な
パフォーマンスでした。厚木ロータリークラブの酒
席でも、是非皆様に超能力を披露してください。

小林　透君
実は先週入会以来初めて遅刻しました。横浜で業務
をしていた為です。これで入会16年間欠席メイク1回
遅刻１回となりました。以後気を付けます。
西嶌洋一君
誕生日のお祝いありがとうございました。前田さん
の卓話楽しみに拝聴します。
柳田純昭君
入会記念を有難うございます。当日賞となりました
ので。

國方達央君
事業所開設、当日賞、有難うございます。

今日のお花

極楽鳥花（ストレリチア）（壽永純昭君）

卓話「私の生い立ち」

担当：前田賢一君
父は富山県の出身。電気工事業を営む親せきを

たよりに状況。母は、東京生まれで大和市南林間へ
疎開。大和市で出会い昭和40年に結婚。翌41年に
私が誕生しました。4人兄弟です。父の生前、それ
ぞれの家庭に3人ずつの子宝に恵まれ4世帯ですの
で12人の孫が9年間に生まれました。現在では、1
人増えて13人。毎年誰かしら、入学式や卒後式を
しております。両親は町田で新生活をスタートし、
私が4才の時に神奈川県大和市へ引っ越し。11才
の時に厚木市へ引っ越して現在に至ります。大和
にいた時代はよく自然の中で遊びました。特に近
くに「泉の森公園」当時は「水源地」と呼んでいま
した。カエル、ザリガニ、フナ、サワガニ、カブトム
シ、ヘビなど良く捕まえて家に持って帰り、母がと
ても嫌がっていました。防空壕がたくさんあり、
探険ごっこをよくしました。大学まで続けたサッ
カーとの出会いもこの頃。小学校3年4年の担任の
先生が北海道から来た大学出たての新米教師でし
た。体育の授業のサッカーがきっかけで、クラスで
サッカーチームを結成。先生は卓球の選手でサッ
カーは素人。チーム名は「西鶴間小学校サッカー少
年団」。出来たてでしたので、私たち4年生チームで
対外試合をして大会に出場していました。6年生
になった時には大和市では敵なしになっていたと
思います。第一回全国少年サッカー大会出場記念
のバッジが残っています。

卒業間近で「厚木第二小学校」に転校し、「厚木中
学校」卒業後、東京都小平市の創価高校に進学しま
した。3年間、親元を離れ下宿と寮生活でした。高
校でもサッカー部に所属し、高校1年の時に東京都
代表で全国大会出場。スタンドからの応援。先輩た
ちの2年3年でしっかりとチームが出来上がって
おり、私たち1年生だけでよく対外試合をしてい
ました。初めての対外試合の相手は、「朝鮮大学」で
した。学校から徒歩3分。当時は、今と違いキタの
情報も無く、朝鮮高校の印象が強くかなりビビっ
ていました。しかし、相手先に出向きましたが、以
外に優しいお兄さんみたいな感じで、ラフプレー
も無く怪我もしませんでした。但し試合は完敗で
した。体格の違いがあり、大分加減してくれたと思
います。都の地区予選くらいの高校でしたら私た
ちが相手をすることが多かったです。その後創価
大学に進学。1年生時は寮生活。その後3年間は厚
木より八王子まで通学。昭和63年に富士ゼロック
スオフィスサプラ㈱に就職。大阪支店2年間。尼崎
市塚口にて1人暮らし。その後、横浜2年、本社2年。
合計6年間勤めた後、平成6年に富士見産業㈱に転
職。20年目。結婚は平成3年。今年で23年目。妻は同
年。大阪生まれ大阪育ち。実家は酒屋。地元の小学
校・中学校を経て、関西創価高校・創価大学経営
学部経営学科。子供達は3人とも東京創価小学校よ
り進学。長男は、創価大学2年生、次男は、創価高校
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1年生、三男は、小学6年生です。世間知らずの部分
が多々目につく事と思いますので、ご指導ご鞭撻
をよろしくお願いします。将来子供たちが家庭を
持った時、どのような相手を選び、子育てなどみて
みたい。その時に自分たちの子育てが良かった、悪
かったか、まあまあだったか。早く見てみたい。と
妻と話しています。

厚木ロータリークラブに入会して良かったこと
入会は平成12年6月。父の会長年度の最終例会

で、年度最後の数合わせでの入会だったのではな
いでしょうか。小林さんの桃花林の2階でした。丸
テーブルで懐かしいです。中山達二郎ガバナーよ
りバッジをつけて頂きました。例会は堅苦しくて、
まあ毎回の例会が苦痛でした。当時は34歳。明らか
に私だけが若く入入会の翌年5月の40周年記念の
集合写真を見ても若かったです。父と約一年半、一
緒に在籍したこと。会社と家庭以外の違う一面を
知ることができた。

平成14年2002年1月に父が他界し35才で社長と
なる。RCでは頭を下げる機会が多くあり、ややも
すれば生意気になってもおかしくないところ多く
の先輩たちの振舞いに学ばせて頂いた。
先輩たちの振舞カッコ良い

多くの先輩たちは、人前で話す時はカッコ良い。
舞台が大きくなればなるほどカッコ良い。普段の
例会でもそうだが、良く叙勲など例会などで別の
パーティーのときなど、話のメリハリが効いてい
る。会の趣旨、相手の立場、自分の立場など、話の内
容を絶対に外さない。ユーモアたっぷり。本当に格
好良い大人の振舞い。
時間厳守

今でも時間厳守だが、私の入会した当時でも時
間には厳しかったと思います。

特に13：30になると卓話者が話している最中
でも、さっさと例会場を出て行ってしまう方も複
数おられた。時間とは人様の命と考えられます。だ
から人の時間を預かって運営している以上、時間
すなわち命を預かっていることになる。と教わり
ました。だから、事前の準備を怠らず、遅刻せず、時
間を守らなくてならない。現代では命をかけると
言っても、実際に命をかけるケースは身近にない。
しかし、自身の時間をどのように使うか考え行動
する事が命をかけるになると思う。ですからロー
タリーに時間を使うということは、命懸けでロー
タリーをすることにつながる。少し大袈裟です
が・・・。

奉仕
奉仕している自覚は日頃とても薄いと思ってい

ました。しかし毎回の例会に出席していること事
体が奉仕につながると考えるようにしました。毎
週1時間はロータリー例会に出席していること。自
分の為でなく世の中の為に動いていることになり
ます。少なくても悪い事はしない時間。世界のどこ
かで奉仕活動がなされている。ポリオや様々なプ
ロジェクトが様々な人達の手でロータリアンの仲
間たちが活動している。何もしていないことには
ならない。
「出来ない事を責めるよりも、出来ている事を認

めて褒めることを大切にしたい」
消防車をタイへ寄贈

贈呈式や現地の方達との出会いは、国内では味
わえない感動がありました。世界のロータリーの
絆を実感。これからも機会がありましたら参加し
たい。
ロータリーは同好会。会社は体育会。

入会当時、先輩の皆さまがあまりにも存在感が
あり過ぎて、とても怖く感じて絶対にミスできな
い、失礼がない振舞いもしなくてはならない。父の
顔を潰すわけにいかない。等々、とにかく毎回の例
会が苦痛でしかなかった。そのうち委員長などさ
せて頂き、まわりにも完璧を求めるようなってい
る自分があり忙しい皆さんに負担になっているの
ではないかと思うようになりました。ある時「ロー
タリー」は同好会で、待ったあり。「会社」は体育会
で、待ったなし。と自分なりに切り替えることと
しました。お陰様で肩の力が抜けて今ではロータ
リーを楽しんでいます。適当で良いという訳でな
く、約束したことや与えられた役割は責任を持っ
て成し遂げる努力をして、関係者には絶対に迷惑
をかけないことは大原則。そして、後先を考え実行
しようとする気持があれば○。実行すれば◎。結果
でれば◎◎。という気持ちです。理想は何事も加点
法。
会員増強

楽しいところには人は集まる。仲が良いところ
には人が集まる。意味のあるところ。意義のあると
ころ。価値あるところ。力のあるところ人は集ま
る。しかし、逆もしかり。だから、折角のＲＣの縁だ
から愚痴はあまり言わないようにしたいと思う。
難しいけど。先ず愚痴を減らすことを心がけたい。
愚痴が減れば楽しさが僅かでも増すことになるは
ず。自然と人が集まり易い環境作りも大切な会員
増強の1つではないかと思います。
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ゴルフ場での出来事
約10年前、5クラブコンペに参加した時。本厚木

ＣＣのマスター室前にて男性2人組の一人が偉そ
うに声高に「ロータリーは私もやっていたけどく
だらない、時間の無駄だ」と聞こえてきた。文句を
言いにゆこうと思ったらゼロックスの溝尾さんに
止められた。

しかし、昼休みトイレでさっきの人にバッタリ。
つい言いたいことを言ってしましました。「自分が
いた場所の文句を言うのは聞いて聞き苦しい」「そ
んなロータリーだって一生懸命している人もいる
のに失礼だ」「あんな人に聞こえる大きな声で失礼
ですよ」「そんなに嫌なら自分で辞めればよかっ
たのに」「あなたも立派な立場と思いますが、惨め
にうつりますよ」「何だ、お前は」と言われ「ロータ
リーの者です」と言い返しました。そのあと喧嘩に
はなりませんでした。
尊敬する「カッコいい！」先輩の皆様　
① 加藤一郎　先輩　チャーターメンバー

あれだけのお立場でありながら、春には自身で
掘りたてのタケノコを自らハンドルを握り自宅ま
でお届けいただき恐縮しておりました。ベンツに
長靴姿。カッコいい！

② 黄金井一太　先輩　チャーターメンバー
厚木を代表する御方。50周年記念誌のコメント

「県央地区トップクラブとして会員の絆をより強
く持ち互いに自覚して行動しよう。」は、厚木RCの
指針であると思う。カッコいい！

③ 飛鳥井豊　先輩　スポンサー
場の空気を読まれての挨拶やマジックは名人

技。カッコいい！
④ 三橋一皓　先輩

礼節・仁義を重んじる日本男児。お会いする度
に背筋が伸びます。カッコいい！

⑤ 山口巌雄　先輩
市長。なりたい人が必ずなれるものではない。ま

してや何期も。実力、人柄、大志、人徳、運など、あら
ゆるものを備えてなければならないはず。カッコ
いい！

⑥ 山本淳　先輩
挨拶などを急にお願いしても、嫌な顔を一つせ

ず受けて下さる。カッコいい！
⑦ 本多正彦　先輩

ロータリーは平等だよ。と、自然体で有言実行な
されるお姿。カッコいい！

⑧ 三宅壮平　先輩
ドクターで颯爽と自転車で例会に駆けつけ、ま

た職場へ戻る。カッコいい！
⑨ 吉岡敏　先輩

名台詞「反省はするけど、後悔しない」。聞こえて
いても相手の事を考えて、聞こえないフリをして
くれる。カッコいい！

⑩ 黄金井康巳　先輩
仕事は忙しい人に任せろとあります。まさに八

面六臂の忙しさ。どのようなバランスで行動なさ
れているのか。カッコいい！

⑪ 國方達央　先輩
常に冷静沈着。テニス・ゴルフの一流の勝負勘。

勉強になります。カッコいい！
⑫ 壽永純昭　先輩

いつも、いつも気にかけて頂き、やさしく先に先
にアドバイスを頂く。カッコいい！

⑬ 西嶌洋一　先輩
なん時も必ず相手の味方になって考えて下さ

る、境涯の大きさには感激。カッコいい！
⑭ 柳田純昭　先輩

たまに「やだよ、オレやらないよ」と言っても、最
後は必ず協力してくれる。紳士。カッコいい！

⑮ 小林透　先輩
「いいね！」の達人。努力もさることながらゴル

フの上達も、「いいね！」のなせる技ですか？あら
ゆる状況をも「いいね！」で受けとめる懐の深さ。
カッコいい！

＊カッコいい！先輩の皆様に少しでも近づける
よう心掛けて参ります。勝手な事を申してお許し
下さい。

決意
40周年記念誌の父の言葉に「他人の為に灯びと

もせば、我が前明かなり」とあります。座右の銘と
して心に刻みこれからもロータリー活動に頑張り
たいと思います。

ご清聴ありとうございました。
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私の生い立ち
町田

バターを塗られたやけどが痛痛しい。

45年前の大雪

庭の砂場にて 炬燵にて

この頃、唯一のツーショット！ 縁側にて

母も若かった。
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大和 RCのイベント

大和市立　西鶴間小学校サッカー少年団

創価高校サッカー部

1年の下宿先にて

厚木中学時代

大和の自宅で兄弟 4人で
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2001 年 5月　4世帯×孫 3人＝孫 12人 2014 年 1月　父の 13回忌法要

2001年5月　入会1年未満で緊張の日々

2011 年 6月　タイ国　ＲＩ 3340 地区　コーリバーナコンパナム消防車贈呈式

自宅庭にて
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出席報告　＜会員38名、出席対象35名＞

2 月 4 日例会　　確定出席率 90.91％ 2 月 25 日例会　　出席 33 名　欠席 3 名　出席率 94.29％
＜事後メイク＞
　前島憲司君　2月12日厚木中RC

＜欠席＞
　前島憲司君、小山賢司君
＜事前メイク＞
　田口周介君　2月13日海老名欅RC

新会員紹介

ふ り が な いちかわ　しんや
氏 名 市川　信也　君
生 年 月 日 昭和46年2月1日（43歳）
事業所住所 厚木市七沢 305
推 薦 者 黄金井　康巳　君
勤 務 先 株式会社　市川屋 職業分類 建築材木業
家 族 構 成 妻(敦子)長男(健太)次男(康太)
所属委員会 クラブ管理運営委員会


