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先週の創立記念例会には多数の会員のご出席を頂き

ゲスト紹介

ありがとうございました。又、セルバジーナさんには
おいしい食事とお酒を用意して頂きました。黄金井
さんありがとうございます。
山本淳一君
花に添えて駄首をひとつ「雪ぐもり 凛然と咲く水仙
の 白く震えし寒閑の朝」
黄金井一太君
満87才の当日賞です。本日、欠席いたします。
（入会記
念と誕生日）
三橋一皓君
結婚のお祝いを頂だき本当に有難うございます。速

キルマンガ・アマーニ君
(米山奨学生・3月卒業決定)

会長報告
連凧あげについて

◎かものはしプロジェクト より

日うん才となりました。お祝ありがとうございます。
妻がきれいな花と、喜んでいました。

転車をもらいましたのでスマイルします。又、米山尚
登さんの奥様麻由子さんが女性のベスグロで８５で

より

・地下駐車場シャッター工事のお知らせ

幹事報告

女性の部で優勝されました。
会田義明君
3月4日の創立記念例会お疲れ様でした。当日は出席

◎週報
・相模原南ＲＣ

等君

昨日山口たかひろ県議のコンペで七位に入賞して自

より

・ロータリー情報冊子のご案内
◎厚木商工会議所

森住

西嶌洋一君

・卓話の機会について
◎ロータリー情報研究会

おります。
3月10日、自分の誕生日58才、ヨメさんの誕生日3月5

◎厚木福凧愛好会 より
・厚木市制６０周年記念

いもので50有余年。健康で過ごせることを感謝して

者も多く、大変話しが盛り上がり初めてセルバジー

・寒川ＲＣ

ナで食事を残してしまいました。黄金井さん大変お

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。」
＊会員誕生日
髙橋 浩君（23日）

＊夫人誕生日
栗原良幸君（千春夫人18日）
小林 透君（潤子夫人18日）
渡辺伸一君（麻衣子夫人22日）

今日の例会（2014 年 3 月 18 日）
私の生い立ち

次回の例会（2014 年 3 月 25 日）
識字率向上月刊

担当：西迫 哲君

担当：社会奉仕委員長 米山尚登君

世話になりました。また、申し訳ございませんでし

親睦活動委員会 鈴木委員長

た。

4/1春の親睦例会を元湯玉川館さんで行いますので

米山尚登君

出席欠席表を回しますのでよろしくお願いいたしま

妻が先日の山口さんのコンペの女性の部で優勝した

す。18：00からですが事前に入浴されたい方はでき

そうで…どうもありがとうございました。

るそうです。

栗原良幸君

今日のお花

事業所設立記念のお祝い、ありがとうございます。
又、本日は所用にて途中で退席させて頂きます。
丸田隆弘君
本日は、仕事の都合で早退します。4月1日のゴルフ
参加します。
田口周介君
先月発売しましたスーパードライプレミアムをお配
りいたしました。見本が間に合わず遅ればせとなり
ました。すみません、どうぞお試し下さい。
壽永純昭君
先週の記念例会の折、五大祝ができず失礼しました。
本日とあわせて行ないます。
河津桜（壽永純昭君）
・水仙（山本淳一君）

卓話「私の生い立ち～パート１」
担当：会田義明君
○生まれたのは「厚木産婦人科」

わい処の蓮向かいに祖父：玄四郎の家がありまし

私は、昭和４１年４月２７日に父：明、母：敏枝

たので、その裏手の敷地を間借りし引越しをしま

の長男として現在は移動してしまいましたが、三

した。５歳となった私は幼稚園に入園することに

橋会員の紳士服店並びにありました「厚木産婦人

なりますがなぜかキリスト教系の「厚木幼稚園」に

科」にてこの世に生を受けました。

入園致しました。

○幼児期は「厚木ヘルスセンター」

神道系の家にもかかわらずキリスト教系の幼稚

生まれてから５歳頃までの幼児期は中町３丁

園に入園したのは当時そんな幼稚園の数も多くな

目、現在のミロード２の裏側に位置する第２会田

く、近所の友達みんなが厚木幼稚園に行っていた

ビルのあるところで育ちました。当時両親はそこ

ので、こだわりなく行かせたのではないかと思わ

で大型銭湯、現在でいうとスーパー銭湯のような

れます。しかし、幼稚園ではキリスト教系というこ

ものを経営しておりました。男風呂・女風呂の２

ともあり、日曜学校というものがあり、日曜日に幼

つの大きな風呂があり父は番頭をしていました。

稚園に行かなくてはならない日があり、なんで日

中には１００畳程の宴会場があり、料理も提供さ

曜日まで幼稚園に行かなくてはいけないのかすご

れ舞台では時代劇や踊りを踊る人がいて鑑賞しな

くいやがった思い出があり、両親に迷惑をかけた

がらゆっくりくつろげる場所を提供していまし

記憶があります。

た。また、当時現在のようなホテルが厚木になかっ
たので中にはそこで披露宴をした人も何組かい

○小学校は「厚木小学校」
７歳になり地元の厚木小学校に入学しました。

らっしゃったと聞いています。そんな環境の中で

小学校での思い出は、小学校６年間の間に８人の

育てられたものの、厚木の駅前もどんどん開発さ

担任の先生が変わったという経験を致しました。

れ、父は風呂屋だけではこの先儲からないと判断

とにかく学校が楽しくて、勉強もそこそこやりま

し、思い切ってそこを取り壊し、ビルを建てること

したが、家に帰ると直ぐに友達の家に遊びに行っ

を決断致しました。

たり、家に友達が来たり、放課後はみんなで野球を

○幼少期は「厚木幼稚園」

したりサッカーをしたり、当時川釣りも流行って

ビル建設に伴い中町２丁目、現在厚木市のにぎ

いましたので休みの日にはよく相模川へ釣りに

行っていたことも思い出されます。学校を休むの

シデントにみまわれましたが、見事に優勝して県

がいやだったので休まなかった結果、皆勤賞を取

央大会に出場し、ベスト４まで勝ち進み名実共に

り健康優良児にも選ばれました。また、当時自分の

過去最強の野球部となり、未だにこの記録は抜か

家がちょっと金持ちだったのだと薄々感じた時期

れていないようです。夏の大会も終わり受験勉強

がちょうどこの頃でありました。それは確か３年

に勤しんでいますと、監督の先生から私を含めた

生か４年生だった時に祖父が大磯に別荘を購入し

もう１人の同級生が呼び出されて、
「お前たち２人

まして、その敷地内から湘南平に直接通じる道が

実は東海大相模高校から野球の選抜セレクション

あり、春休みや夏休みになると必ず家族や友達を

を受けてみないかとのオッファーが来ているから

連れて泊まりに行っていたこともありました。当

受けに行ってみないか？」と言われ先生に連れら

時は何とも思っていませんでしたが、当時一緒に

れ東海大相模高校の野球場に行きセレクションを

宿泊した友達と現在も付き合っているのですが、

受けて来ました。当時原貢監督の元、憧れの甲子園

会う度にその話題が出てすごいことだったのだと

常連校に入り甲子園に行くことができるかもしれ

思いました。また、当時風呂屋の後にビルを建設し

ないと期待に胸を弾ませ野球場に行ってみると、

たところが「志澤」という百貨店がオープンしまし

他に受けに来ていた生徒の身体の大きさにただた

た。その地下で両親が「パーラーあいだ」という喫

だビックリするばかりで本当に同じ年齢なのだろ

茶店を営業しました。両親が忙しかったので学校

うか？ということを覚えています。私ともう１人

から帰ると祖父の家に遊びに行ったり、兄妹で寝

は緊張するも何とか無難にこなし帰って来まし

泊りすることもありおじいちゃん子でもありまし

た。後日監督の先生から結果報告をいただきまし

た。しかし、泊まりにいくと子供たちにチャンネル

たが、結果は私だけ合格とのことでした。これで憧

権はなく時代劇ばかり観させられ、水戸黄門や大

れの甲子園に行けるかもしれない道が１つ開けま

江戸捜査網を良く観ていた記憶があり、その影響

した。しかし、両親は出来るなら地元の厚木高校に

もあり今でも時代劇を観るのが好きで時間がある

進学して欲しいとのことでしたので勉強も一生懸

時は良く再放送を観ています。

命頑張りました。甲子園に行きたいのなら東海大

○中学校は「厚木中学校」

相模高校、将来のことを考えたら厚木高校進学。し

１３歳になり厚木中学校に入学しました。中学

かし、現在の成績ではギリギリラインとのことで

校では野球部に入り髪型も初めてスポーツ刈りを

したので残りの半年死に物狂いで勉強しました。

経験し本格的に野球を始め、日々野球に明け暮れ

大きな人生の選択に迫られた時となりました。結

ました。１４歳の２学期に父親が現在の栄町に土

果見事厚木高校に合格することが出来、県立高校

地を購入し、新居を建て引越しをしました。初めて

に進学することに決めて、厚木高校野球部として

子供たちに自分の部屋があてがわれてすごくうれ

甲子園を目指す決断をしました。中学生活も大変

しかったことを覚えています。３年生になって人

充実しとても楽しかったので中学でも皆勤賞を取

生を変えるいくつかの出来事がありました。先ず

りました。

は野球部ではキャプテンに選ばれると同時に生徒

ここで時間となってしまいましたが、高校は「厚

会の選挙があり、クラスメイトの推薦もあり生徒

木高校」、大学は厚木ではありませんが、初めての

会長に立候補し選挙の末、生徒会長に任命されま

就職先は「厚木市役所」、そして現在は「厚木興業」、

した。初めて全校生徒の集まった前でのあいさつ

「厚木ローターリークラブ」とほぼパーフェクトな

がとても緊張したことを覚えています。また、野球

「厚木」っ子であります。機会があればパート２・

の方では２年連続先輩方が夏に開催されます最大

パート３でその後をお話しさせていただければと

の大会厚木愛甲地区野球大会において２連覇を達

思います。最後に１つここまでの道筋を作ってく

成しており、３連覇のかかった大会でもありまし

れた両親に感謝をして本日の卓話を終わりに致し

たが、私が決勝戦で右手中指を亀裂骨折するアク

ます。

出席報告

＜会員 38 名、出席対象 33 名＞

2 月 25 日例会
確定出席率 97.14％
＜事後メイク＞
前島憲司君 3月5日 厚木中RC

3 月 11 日例会
出席 30 名 欠席 3 名 出席率 90.91％
＜欠席＞
十亀健志君・渡辺伸一君・小山賢司君

