2020−21年度 国際ロータリー会長
ホルガー・クナーク

第2804回例会 2020年 10月 6日
創立 昭和 37年 1月 19日

【第2804回例会】本日のスケジュール
10/6 (火) ガバナー補佐訪問
卓話：西澤 長次 様 ( 新狭山RC )
( 第2570地区 第３グループガバナー補佐 )
場所：所沢商工会議所 会議室 1・2
10/13 (火) 市内4クラブ合同例会 ガバナー公式訪問
卓話：相原 茂吉 様 ( 川越RC )
( 第2570地区 ガバナー補佐 )
場所：ベルヴィ ザ・グラン
10/20 (火) 休会（ 定款の規定により ）
10/27 (火) 卓話：ソウ・ホン・ウク 様
( 米山記念奨学生 )
場所：所沢商工会議所 会議室 1・2

第 2803回 例 会
会 長の時 間

レポート
見沢 孝一 会長

皆さんこんにちは。一昨日の日曜日、
本庄市民文化会館で職業奉仕・公共イメー
ジ委員会合同セミナーがあり梅沢幹事と一
緒に行ってきました。相原ガバナーが体調
を崩してお休みで、最初に鈴木直前ガバ
ナーの挨拶があり、講演会には大阪ロータリー会員
でサラヤ株式会社 社長 更家悠介氏から「資本主義
の変遷と渋沢栄一」と題してお話を頂きました。第
二部公共イメージ委員会のセ ミナーは委員長方針
「ニューノーマル時代の公共イメージ」と題して山本
委員長よりお話があり、勉強させて頂きました。
今月はロータリーの友月間でもあります。日本の
公式機関誌「ロータリーの友」は1953年（昭和28年）
1月に創刊されました。創刊当初は3300部68年後の20
20年9月号では約92200部で今年の9月号で通巻812号
になります。名前の由来は当時の女性雑誌「主婦の
友」にあやかって命名されたと言われていますが、
「ビールの友」から来ているという説もあるそうです。
ロータリーの友の購読は、ロータリアンの三大義務の
1つであります。会員としての義務規定の多くは、ロー
タリー活動に全面的に参加し、その体験を楽しむ事
を目的に定められています。私達ロータリーから何を
得るのかはロータリーで何をしたかにかかっていると
思います。幅広い奉仕をするために近郊のクラブや２
５７０地区の事ばかりではなく、世界中のクラブやロー
タリアンの事を知らなければなりません。しかし世界
の各地に出かけて多くのロータリアンに会い、いろい
ろな活動を見ることはそうは簡単に出来ることではあ
りません。ロータリーの友などの雑誌から情報を入手
して、それを実際の活動に生かしてほしいと思います。
ロータリーの友についてお話ししました。
会長

見沢 孝一
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幹事

梅沢 好文

承認 昭和 37年 2月 5日

幹 事報告

梅沢 好文 幹事

＊今月のロータリーレートは、1ドル106円
です。
＊本日の卓話は柴山昌彦衆議院議員が講
師の予定でしたが、2名の方のイニシエー
ションスピーチに変更となりました。
＊10/13(火)は市内4クラブ合同のガバナー公式訪問は、
会長・幹事・入会3年未満会員は出席で、他の会員
はZoomでの参加となります。公共イメージの一環とし
て、YouTube配信の検討もしておりますのでご覧くだ
さい。
＊10/27(火)は、米山奨学生のソウ・ホン・ウクさんと
派遣地区役員ロータリー米山記念奨学委員会 推進
委員会副委員長 幸森 康夫 様（新所沢RC）がいらっ
しゃいます。
＊11/3(火・祝)は、ウエスタ川越にて地区大会です。
なるべく参加するようにと方針転換がありました。
＊11/8(日)～9(月)の親睦旅行は延期といたしますので
ご了承ください。その週は例会もありませんのでお間
違いのないようお願いいたします。
＊Myロータリーへの登録をお願いいたします。ロータ
リーについての情報が満載なので、是非ご活用くだ
さい。
＊例会変更のお知らせが来ておりますので、MCされ
る方は事前に事務局までお問い合わせください。
＊会場の除菌、マスク、アルコール、感染濃厚接触
の報告、夜の街の自粛等の感染防止対策に引き続き
ご協力をお願いいたします。

委 員会報 告
親睦活動委員会 ゴルフ担当
石井 正太郎 さん
10月14日(水)に見沢年度・第1回ゴルフ
大会を飯能グリーン カン トリーにて開催し
ます。まだ空きがございますのでご参加
お待ちしております。

10月
☆会員誕生記念祝福

阿部 武志さん 橋本 幹男さん 岩井 英雄さん
☆御夫人・御主人誕生記念祝福
梅沢 義枝（定彦）さん 本橋 光重さん
見沢 好子さん
☆結婚記念祝福
武藤 力夫さん 木下 宏さん 大舘 則夫さん
村山 宣章さん 梅沢 好文さん 山根 吉人さん
新藤 隆一さん 安達 裕之さん 井花 佳彦さん
/

ク ラブ 会 報委 員 長

日向 貴 一

【事務局】埼玉県所沢市けやき台2-17-8 サンライズけやき台102 【TEL】04-2922-5920 【FAX】04-2925-8908
【ＵＲＬ】http://www.toko-rc.net/ 【E-mail】tokororc@ maple.ocn.ne.jp

イニシエーションスピーチ
野村證券 所沢支店 支店長
岩井 英雄 さん
名前は「えいゆう」と書いて「ひでお」
と読み、名前負けしていますが父親がつ
けてくれました。由来は、オリンピックで
マラソン史上初の2連覇を達成した選手のアベベ・ビ
キラ選手が、裸足で走って優勝して「裸足の英雄」
と呼ばれていたことで強く印象に残っていたところから
付けたと聞きました。
家族は兵庫県の姫路市に住んでいて、私は単身赴
任5年目になります。男の子3人で、長男は社会人に
なり、次男三男は双子で高校3年生です。社内結婚
した妻とは今年が銀婚式なのですが、祝うタイミング
や話を切り出すタイミングに頭を悩ませています。
出身は兵庫県の淡路島で、日本書紀の「国生み
神話」の中で日本発祥の地と言われています。父親
の仕事の関係で兵庫県内で転勤を繰り返して小学校5
年生の時に淡路島に戻りました。小学生時代に金毘
羅さんに家族旅行へ行った時の宿泊先で占ってもらっ
た事が今でも一番の思い出です。初めての占い体験
でドキドキしていたのですが「大器晩成型」と言われ、
子供のうちは何をやってもうまくいかないんや！と、寝
ることが出来ないくらいにショックを受けたのを覚えて
います。いい意味で言ってくれたのでしょうが、説明
なしで子供に言ってはいけない言葉だなぁ、と今でも
思っています。テストで悪い点をとったり、何かを失
敗した時に「大器晩成型やから大丈夫や！」と言い訳
をする少年に育ち、それ以来、トラウマとなり占いや
おみくじは進んでやったことはありません。中学生時
代は少しやんちゃに過ごしていたので先生によく叩か
れていました。あまりにも叩かれ続けたことで腹が立っ
たので先生にいたずらをしたところ、校長先生に高校
は行かせない！とこっぴどく叱られたことで、力には力
で対抗してはいけないこと学びました。小中学生で
野球をしていたので高校でも 続けました。高校時代
は理不尽という経験から学んだことと、同じポジショ
ン先輩からの毎日先輩のミットを磨いて手入れする指
導を守っていましたが、その先輩がプロ野球選手に
なったが解雇されて退団したのをみて、自分の事は
自分でやらないとダメだということを学びました。大
学時代は個人競技に挑戦したくなり、レーシングカヌー
部に入部しました。急流を下るカヌーではなく、平面
の水上を500ｍ・1000mの2種目でタイムレースの競技
です。1人用・2人用・4人用があり個人戦では成果
が残せず、2人用・4人用で成果を上げる事ができ、
仲間とのチームプレーで力が発揮できるタイプだとい
うことが認識できました。
その後、何の知識も なく金融系が一番早く内定が
貰えるという安易な考えで就職しました。名古屋・盛
岡・西宮・久留米・旭川・姫路と家族連れでの転
勤でしたので、子供の言葉が定まらずに苦労かけた
ことがありました。7割近くが関東に支店がある弊社
で、盛岡と名古屋間に配属されたことがない伝説の
営業マンと言われた時もありました。やっと東京中野・
所沢と関東に配属となりましたが、初の単身赴任を
選び東京観光も楽しんだり、皆様のご指導で成長し
ていけるので、やはり大器晩成型なんだなぁと感じて
います。
編集 ・印刷 ： 株式会 社シス テムネ ットワ ーク

株式会社 いせき
代表取締役 井関 克行 さん
入会初日から欠席をして大変申し訳ござ
いませんでした。実は新型コロナウイルス
の濃厚接触者になってしまい、2週間自宅
待機をしていました。まさか身近に起こるとは思って
もなく、ましてや、自分が関わるなんて夢にも思わず
ショックを受けている所に、保健所から連絡があり、
PCR検査を受けて2週間自宅待機という指示が出て、
従うしかありませんでした。検査結果は陰性で症状も
なく、2週間経過しましたので皆様ご安心ください。
しかしながら、まだコロナウイルスの終息が見えない
状況ですのでご自愛いただければと思います。
私がロータリークラブを意識したエピソードが2つ
あり、1つ目は祖父がロータリークラブに入会してい
た頃、私が高校生の時に、交換留学生がオーストラ
リアから我が家にやってきました。3か月間位キャロラ
イン さんという女性との異文化交流生活が貴重な経
験として強く印象に残っています。他にも、祖父から
の事業参加等の話を聞いて興味を持ち始めました。2
つ目は青年会議所時代に研修担当の委員長を仰せつ
かっていた時、志の経営というテーマで研修をするこ
とになりました。当時、竹林舎という若手経営塾に入っ
ており、立教大学の堀江教授にお世話になっていまし
た。そこで“中々”や“ハナタレ”等の強い焼酎を
作っている宮崎県高鍋町にある黒木本店さんをご紹
介いただき、色々とご対応頂いた後に参考になれば
ということで本を頂きました。お陰で研修も成功し、
今でも私のバイブル本として大切にしています。当時
は意識していなかったのですが、黒木社長が高鍋ロー
タリークラブで会長をしていた時に話をしていた内容
をまとめたものと知り、熱い志を持った方の集まりに
是非入会してみたいという気持ちになりました。この
ような経緯もあり、地元の先輩方の勧めもあり入会さ
せていただきました。多くの例会に参加して顏を名前
を憶えて頂くと共に、しっかりと活動をしてまいりたい
と思いますのでよろしくお願いいたします。
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橋本 幹男 副委員長

見沢年度 累計

￥176,753-

見沢 孝一さん：長男の長女・薫が元気で
今日9月29日に5歳の誕生日を迎えました
のでニコニコします。
石井 正太郎さん：9月16日の所沢商工ゴルフ大会・
シニアの部で、當眞さん・池田さん・武藤さんのメ
ンバーとハンデに恵まれ優勝する事が出来ました。
佐藤 薫さん：家庭の事情により、欠席します。スマ
イルします。
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