
■司　　会　副 SAA  市川　慎二

■開会点鐘　会　長　安藤　公一

■斉　　唱　それでこそロータリー

　　　ＳＬ　田川　富男

■出席報告

　 
■本日の欠席者
青木、佐藤、松本

■他クラブ出席者
新川

（地区、あざみ、鶴峰、瀬谷、神奈川東 RC）

鈴木 (横浜瀬谷 RC)

■ビジター
市村　茂夫様 (横浜瀬谷 RC)

■皆出席者表彰

漆原恵利子会員　　　　11 年

矢田　昭一会員　　　　27 年

２０１３年１１月２７日　第２１２８回例会　VOL. ４５　No. ２０

本日の出席率　89.29％

本日の出席数    25 名会  員  数 　 　  35 名

修正出席率   　100％
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■会長報告
　このところ穏やかな秋晴れが続いていたか

と思うと月曜日の夜は突然の暴風雨。傘をさ

していてもずぶ濡れでした。これも温室効果

ガスによる地球温暖化の影響でしょうか？

　秋田県での豪雨による土砂崩れや富山での

雪崩により命を落とされた方々がおられます。

このところ日本は毎週のように天災に見舞わ

れている気がします。激しい気候変動による

ものとはいえ、お互いエネルギーの節約をつ

ねに心がけていかねばならないと感じるこの

頃です。

　本日は、二宮麻理子さん、鈴木さんからイ

ニシエーションスピーチをいただけます。と

ても楽しみです。宜しくお願い致します。

○地区関係

１）11 月 25 日㈪ R 財団研修会が開催され、

私と新川さんとで参加して参りました。新川

さんご苦労様でした。

２）先週も会長報告で申し上げました R 財団

のポリオ撲滅運動への特別寄付各人 5,000 円、

皆様のご協力をお願いします。

３）２月 15 日～ 16 日の RYLA 開催案内、テー

マ「災害時のリーダーシップ」を先週の例会

で回覧致しましたが、いかがでしょうか？締

め切りは 11 月 29 日ですので、宜しくお願い

します。

４）12月 7日㈯に交換留学生オリエンテーショ
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ン並びに X’MAS が開催されます。青木さん、

後藤さんがご参加頂けることになっています。

宜しくお願いします。

５）R 財団奨学生関連オリエンテーションが

12 月７日㈯ 13:30 より開催されますので、私

が参加して参ります。高橋さんは当日ご都合

悪いとのことゆえ別日程で説明を受けること

になりました。

○クラブ関係

１）12 月 14 日㈯は、クリスマス移動例会と

なります。その為、12 月 11 日㈬の当例会場

での例会はありません。たまたまその 11 日に

岩沼 RC が被災地の幼稚園の児童達にプレゼン

トを配るので、当クラブよりも数名が参加し、

一緒にプレゼントを配ってくる予定です。

２）国際親善奨学生としてフィンランド留学

中の島田彩子さんとの調整が付き、25 日の例

会時にご報告頂けることになりました。卓話

をご用意頂いていた斉藤善孝さん、またプロ

グラム委員長の増田さん突然のお願いにも関

わらず、ご調整頂きありがとうございました。

３）旭 RC 単独ゴルフコンペは 12 月 10 日大厚

木 CC で開催予定です。

４）来る 12 月１日のラグビー早明戦は、お蔭

様で指定席完売、旭 RC からも 10 名の皆様が

ご観戦頂けることとなりました。熱戦を期待

しています。

５）来週 12 月 4 日に理事役員会を予定してお

ります。理事役員の方々ご予定ください。

■幹事報告
１）事務局変更のお知らせ

○横浜あざみロータリークラブ

事務局移転と例会場名称変更

11/28 より事務局が移転いたします

新住所

〒 225-0005 横浜市青葉区荏子田 3-12-6

　　　　　　いしかわペットクリニック内

例会場の施設名称変更

旧名称　東急嶮山スポーツガーデン

新名称　東急あざみ野ゴルフガーデン

■ロータリー財団委員会報告
　　　　　　　　　　　　委員長　新川　尚

１）年次基金（年次寄付）一人 120 ドルを出

来れば年内にお願いします。これは、ロータ

リーレートの変動があった場合、一人 120 ド

ルを下回ってしまい、今後の補助金支給額に

制限が加わる可能性を回避するためです。宜

しくお願いします。

２）ポリオ特別寄付一人 5,000 円をお願いし

ます。

３）地区 R 財団補助金管理セミナーに出席し

てまいりました。このセミナーは次年度の地

区補助金参加には必須のセミナーで、補助金

の管理、手続等の説明がありました。この後、

地区と MOU（覚書）を取り交わすこととなり

ます。

■５分間情報　　　　　　　　　兵藤　哲夫

｢心に残るロータリークラブでの体験 ｣

　体験の範囲をどうとらえるか難しい事でし

たが自分流に話してみます。自分が提案して

実現した事として、

①会報製作のため、テープ起こしをしていた

大変な時代がありました。私の知り合いの女

性にお願いして記録を作ってもらいました。

ボランティア心の強い女性でした。そしてテー

プ起こしが解消されました。

②例会場の飾りつけを会員が行っていました。

倉庫から卓話台や旗を用意して、終わるとす

べて片付け、倉庫にしまうのです。結構大変

な事でした。食事を用意してくれる業者に頼

み、改善出来ました。

③歴史的に続いていたチャリティーコンサー

トが徐々に会員の負担になり苦慮しておりま

したが、それを大道芸に変えて会員の負担を

軽減する事が出来ました。漆間 ( うるま ) 会

長の時代でした。

④地区での事でしたが、ガバナー補佐と IM を

切り離して順番で行う事が実現しました。

⑤どうしても定着しなかった ｢ ゲストに対し

ての握手をして歓迎する ｣ おもてなしが定着

してまいりました。

⑥ニコニコボックスに支出する金額に領収書



　
　

　
　

　
　

　　　　
ニシエーションスピーチ楽しみにしています。

岡田　清七／二宮麻理子会員、鈴木茂之会員

のイニシエーションスピーチ楽しみに聞かせ

ていただきます。

吉原　則光／鈴木さん、二宮さんの卓話大変

楽しみです。よろしくお願いします。

田川　富男／鈴木さん、二宮さん、イニシエー

ションスピーチ仲間入りする登龍門です。よ

ろしくお願いします。

二宮麻理子／本日は、イニシエーションスピー

チをさせていただきます。スピーチの持ち時

間は「時間厳守」とありましたが。時間が余っ

てしまうと思います。申し訳ありません。で

はよろしくお願い致します。

内田　　敏／①瀬谷 RC の市村さんようこそ。

先週はお世話になりました。②鈴木さん、二

宮さん、本日のイニシエーションスピーチ楽

しみにしています。

北澤　正浩／鈴木さん、二宮さん、イニシエー

ションスピーチ大変楽しみにしておりました。

よろしくお願い致します。

■卓話　イニシエーションスピーチ
○自己紹介　　　　　　　　　　鈴木　茂之

　皆さんこんにちは本日はこのような機会を

いただきまして大変有難うございます。

　本日は私の自己紹介をさせて頂きます。私

は、昭和 35 年 10 月 25 日に生まれまして、現

在 53 歳です。血液型は A型です。

　干支はねずみ年で、干支の性格でいいます

と、人当たりはやわらかく細かいことによく

気がつき、デリケートで、非常に用心深い性

格ということです。（また、自分自身の性格を

知る上で、動物占いというのが以前マイブー

ムになりました。ご存知の方もいらっしゃる

とおもいますが、12 動物あり、動物にたとえ

るとイメージしやすいので、これもまた生年
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を付けて経費として取り扱えるようにしまし

た。

⑦会場はじめいろいろな役割をさせていただ

き、良い体験になりました。

⑧毎回の例会に出席する事が最大の体験を得

る機会だと思っています。会員と心を一つに

して斉唱する事、お顔を拝見して会話する事、

会長の挨拶を聞く事、すべてが勉強になり有

意義な事です。友好的な会員の中でロータリー

クラブをた楽しませて頂いております。

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

市村茂夫殿 ( 横浜瀬谷 RC) ／久しぶりのメー

クアップです。昨年度は出席 400％位ありま

したが、本年度職業奉仕に専念しております。

来年からは、出席免除になります。

安藤　公一／①鈴木さん、二宮麻理子さん、

イニシエーションスピーチ宜しくお願い致し

ます。②関東大学ラグビー対抗戦で早稲田が

慶応を 69-7 で大勝しました。この調子で今週

末の明治にも勝利する事を祈ります。

福村　　正／①鈴木さん、二宮さん、イニシ

エーションスピーチ宜しくお願いします。②

横浜瀬谷 RC の市村様をお迎えして。

齋藤　善孝／①鈴木さん、二宮さん、本日の

イニシエーションスピーチ楽しみにしていま

す。②瀬谷ロータリーの市村さんようこそ。

③遅くなりましたが、千葉さん理事長杯優勝

おめでとうございます。次はグランドチャン

ピオンを目指して下さい。

増田嘉一郎／二宮さん、鈴木さんイニシエー

ションスピーチを楽しみにしています。

太田　勝典／①市村さんようこそ。②鈴木さ

ん、二宮さんイニシエーションスピーチ楽し

みです。

後藤　英則／鈴木さん、二宮さんイニシエー

ションスピーチ頑張って下さい。

矢田　昭一／二宮さん、鈴木さん自己紹介御

苦労様です。楽しみにしています。

五十嵐　正／鈴木さん、二宮麻理子さん、本

日の卓話楽しみにしております。よろしくお

願いします。

漆原恵利子／①鈴木さん、麻理子さん、イニ

シエーションスピーチ楽しみにしています。

②皆出席ありがとうございます。今後共よろ

しくお願いします。

市川　慎二／鈴木さん、二宮麻理子さん、イ
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月日よりわりだす統計学です。私は羊なので、

羊で占ってみると、羊はむれて行動しており

ますので、寂しがりで一人ぼっちが嫌い、和

を大切にする、羊の毛波はグネグネしていま

すので、思考が定まらない、誘われると断れ

ない、大方、私の性格はこのような通りであ

ります。）

　私は、三人兄弟の長男として鶴見区で生ま

れました。昭和 40 年代の鶴見区は、公害問題

で大気汚染が深刻でありました。小学校では

各教室に空気清浄機がとりつけられていたの

を覚えています。そんな環境のなかで私は育

ちました。

　父親は７人兄弟の次男として父のお兄さん

にあたる叔父は、鶴見で祖父の代に築いてき

た運送会社をひきつぎ、私の父親は叔父の片

腕として働いておりました。私の父親は朝早

くから夜遅くまで働いていたことを覚えてお

り、その後、父は独立をし、貨物自動車１台

から今日まで築いてきました。そんな中で、

父親の苦労も知りもせず、私はのんきに学生

生活を送り、あまり勉強とも縁がなく過ごし

てきました。

　ただ、小学生のころは、野球に夢中になり、

地域の野球チームに所属し、野球少年であり、

プロ野球選手にあこがれていました。特にジャ

イアンツの長島茂雄のファンでありまして、

地域の野球チームでは、ユニフォームは背番

号３番をつけ、守備はサード、打順は３番か

４番とわがままを言わせてもらいました。父

親とよく川崎球場にプロ野球観戦に行ったも

のです。

　もともとスポーツが好きな私でしたが、ク

ラブ活動的なことは、好んでしませんでした。

そんな中、高校１年の頃、一人で取組めるス

ポーツということで、ゴルフを見様見真似で

練習するようになりました。父親も始めたば

かりで私も一緒に教えてもらいました。その

当時、ゴルフが少しずつブームになり、プロ

ゴルファーのジャンボ尾崎の全盛期のころで

した。

　あるとき、ジュニアのゴルフ界で活躍して

いる同級生がいるということを知り、少しば

かりゴルフに自信を持っていた私は同級生へ

ゴルフ対決と意気込んで、その当時、多摩川

に東急河川敷ゴルフ場があり、そこで試合を

しました。結果は完敗いたしました。後に彼

はプロの世界では大変活躍した一人でした。

　その彼が高校１年の時、ゴルフ部を創設す

るということになり部員集めをしまして、高

校３年の時には中学、高校あわせて、40 名位

の部員を集め、学校の近所のゴルフ練習場と

契約し、授業が終わる、夕方４時ころから、

９時ころまで練習をしていました。また、茨

城方面に合宿をし、１日キャディバックを担

ぎながらツーランドし、目土袋をもち練習を

いたしておりました。ゴルフで食べていかれ

ればいいなとひそかな願望を持っておりまし

たが、同級生でプロ志望という手本がいるな

かで、彼のような勢いのある強いボールが打

てないのが現実で、さすがにゴルフで食べて

いくことは断念しました。

　振り返れば、若い時はあまり先のことを考

えず、我武者羅に向かっていけばよかったの

かと少し反省することもあります。その後、

大学は商学部に入り、そのころ将来のことも

考えていかなければならない中、父親の後ろ

姿をみながら立派な経営者になりたいと考え、

経営の勉強へと舵をきっていきました。

　卒業と同時に父親の会社に就職したわけで

すが、その頃は、業容の拡大にともない、大

変な時期であったと感じておりましたので、

まずは即戦力になり手伝いをしていきたいと

いうこともあり、現場での経験を積んでいき

ました。　現在は父親よりバトンタッチし運

送会社として、主に食品及び厨房製品等の配

送及び倉庫内作業等業態を拡大し現在では多

岐にわたって経営しております。貨物自動車

（トラック）を使いお客様の大切な商品を預か

り確実にお客様のもとへ配達する事業をして

おります。現在約 130 両のトラックが稼動し

ております。当社の大切なお客様では、この

旭ロータリークラブの名誉会員でもあるタカ

ナシさんの仕事も協力させて頂き、父の代か

ら約 40 数年のお付き合いをさせていただいて

おります。

　当社は食品関係中心の仕事として、365 日

24 時間の体制で営業しておりますが、年末年

始も休むことなく、スーパー等へ配達してい

る毎日でありますが、仕事にたいしての人材

には困ったことがなく、当社で働いている社

員に対しましては、大変感謝しているしだい
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であります。

　今日の仕事に対する姿勢については諸先輩

やお得意先の皆さんやら、いろいろな方の指

導があり、20 歳代は仕事に対する責任や信頼

を築いていく年代として、さまざまなご縁の

中、同級生が経営している会社に見学させて

もらいました。その時に見学させて頂いた会

社は、多方面においてかなり進んでおり、大

変なカルチャーショックをうけたことを記憶

しております。いまではその同級生に出会わ

なかったらと改めて人との出会いに感謝し、

これからも刺激をうけながら成長していくも

のだと実感しております。現在においても、

お互いの業界について、会社についての話を

したり、長いお付き合いをさせてもらってお

ります。

　現在会社の方針については、近江商人の経

営理念であります。三法よしの考え方に基づ

いて、お客様にいい評価をえられ、地域社会

の皆様にも評価をもらい、働く社員について

も働き概が見出せるよう全力をつくしたいと

考えております。

　私事ではありますが、結婚は友人を通して

知り合い１年の間交際をし、私が 27 歳のとき

に結婚いたしました。結婚の仲人を引き受け

てくださったのも実は高梨さんにお世話にな

りました。その後、子供が欲しいという希望

は高かったものの、約８年、半分あきらめか

けていた半年後に子供ができ、現在 18 歳の長

男、16 歳の次男、14 歳の長女で３人の子供に

めぐまれました。先日、このロータリーの紹

介者関口さんとゴルフをご一緒したときにも、

なかなか子供ができなかったことの話しをさ

せてもらった時に、関口さんよりその対処は

どのようにやるのかねと質問をうけました。

私にとっては、いまだから言える大変良い質

問でした。その質問の答えは、是非後日関口

さんより聴いていただければと思います。

　最後に、この７月に関口様のご紹介で横浜

旭ロータリークラブに入会させていただきま

した。この入会の動機については、過去に城

山三郎さんの小説で、皆さんもご存知の方も

おられると思いますが、岡山県の倉敷に大原

美術館があります。私も一度は行ってみたい

ところで、この大原美術館の創設者が大原孫

三郎さんという方で御自分の資財を提供して

美術館を開いたそうです。

　この方はもともと裕福な家庭に生まれた方

で、ある孤児院の方とお知り合いになりその

方の話に感銘をうけ、御自分でも孤児院を開

きました。また、優秀な方は海外留学に送り、

お世話したと書かれておりまして、大変社会

貢献に尽くされた方だと私も感銘いたしまし

た。倉敷紡績の社長であり、現在クラレと改

名していますが、海外から得てきたものを社

会のみなさんに学んでもらおうと、大原美術

館を造ったそうです。

　私はそこまでできませんが、少しでも近づ

けられればいいなと云う思い、私の友人も鶴

見のロータリークラブにおいて一生懸命頑

張っている姿をみたり、ここにいらっしゃる

関口さん初め諸先輩方が一生懸な姿を拝見し、

私も少しでもお役にたてるよう、入会いたし

ました。

　早いもので入会し半年になりますが、今後

ともみなさんのご指導をうけなからお役にた

てればと考えます。以上をもちまして私のプ

ロフィールとさせて頂きます。ご清聴ありが

とうございました。

○イニシエーションスピーチ　　二宮麻理子       

　皆さん、こんにちは。７月に入会した二宮

麻理子です。本日はイニシエーションスピー

チをさせて頂きます。

　イニシエーションスピーチでどのようなこ

とをお話しすればよいのか考えてしまいまし

たが生い立ちや趣味についてお話しをしたい

と思います。

　私は 1964 年旭区（当時は保土ヶ谷区）に

生まれ育ち現在も変わることなく生活をして

います。４人姉妹の長女です。二俣川幼稚園、

本宿小学校、鶴が峯中学校を何事もなく卒業

し女子高校に進学しました。高校を卒業後は
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ニュージーランド・クライストチャーチにあ

る英語学校に入学しました。クライストチャー

チでは学校で紹介された家庭でのホームステ

イでとても親切な家族でしたのでホームシッ

クになることはありませんでしたが、日本食

が恋しくて仕方がありませんでした。

　また、習慣の違いでビックリすることも多

くあり、その一つが午前中の授業の合間にそ

れぞれの教室で勉強していた受講生が一つの

教室に集まり 15 分くらいお茶の時間があるこ

とでした。ニュージーランドでの生活は８カ

月で、帰国する２カ月前にどのくらい英語が

分かるようになったか試したくなり、思いつ

いたのが免許を取ってみることでした。

　免許取得に必要な試験はペーパー、口頭、

路上テストの３つでペーパーテストは問題が

冊子になっていて事前に警察署などでもらえ

るので歌にしたりして必死に暗記し、何とか

合格して免許取得ができ達成感がありました。

　ニュージーランドから帰国、しばらくして

大学に進学、卒業、卒業後は、以前雑誌でみ

た「日本語教師」に興味が湧き広報で見つけ

た「日本語教師ボランティア養成講座」で６

カ月講習を受け、講習終了後は保土ヶ谷にあ

る「NPO 法人保土ヶ谷国際交流の会」でボラ

ンティアとして活動をするこになりました。

　「保土ヶ谷国際交流の会」は外国人支援事業、

外国籍の人と地域住民との交流などをしてい

ます。また、保土ヶ谷区の委託を受け「保土ヶ

谷国際交流コーナー」の運営もしていて、こ

こでは外国籍の人の支援としての相談なども

受けており、ここで４年スタッフをしていま

した。

　ここで、スタッフとして活動していて感じ

たことは相談に訪れる人の多くはアジアや中

東などで欧米の人は少なく、やはり欧米の人

は地域に受け入れられやすく相談にくること

もない。反対にアジアなどの人は地域になじ

むのに時間がかかるということでした。ここ

でスタッフをしていた４年間は学ぶことが多

くとても良い経験になりました。

　現在は有限会社二宮で資産管理をしていま

す。また週に一度日本語学校で教えています。

ボランティアのほうも続けています。

　７月に入会して先輩会員の方から「二宮さ

んはゴルフをしますか？」と聞かれることが

あり、困ってしまいました。趣味でゴルフと

いう方は多いと思いますが、私は 20 代の頃に

チャレンジしたのですが練習してもなかなか

上手くならず「こんな小さいにボールに当た

るわけがない」とやめてしまいました。

　他のスポーツも苦手で趣味といえば読書、

旅行です。読書はジャンルを問わず読みます。

好きな作家は塩野七生さん。

　旅行も好きで 20 代、30 代には海外旅行を

よくしていました。23 年前に「グリーン・タ

ンザニア」という植林ツアー参加。このツアー

はタンザニアで植林を体験しアフリカへの理

解深める目的のツアーでした。このツアーで

国際援助とは国が自立できるような援助をし

なけらばなない、日本の物差しで考えていけ

ないということを学びました。

　2011 年にブータンに、2013 年にはモンゴル

に行きました、友人には「へんな所にいくね」

と言われます。国内では京都が好きでふらっ

と出かけたりもします。最近は日帰りが出来

るようになりとても便利で、５日にも日帰り

で行ってましたが、紅葉にはちょっと早かっ

たです。

　趣味ではありませんが 2015 年からは叔母の

勧めで「正倉院展」に行くようになり、博物館、

美術館で開催される特別展などに行くことも

あります。

　昨年は「ボストン美術館・日本美術の至宝

特別展」今年の夏には福島県立美術館で開催

された「東日本大震災復興支援特別展若沖が

来てくれました・プライスコレクション」を

鑑賞してきました。

　私が小学生の時に父がこの横浜旭ロータ

リークラブに入会、そして今回私も会員とし

て加えて頂き感謝しています、入会して４カ

月経ちますが、まだまだ慣れず分からない事

ばかりです。先輩方のご指導を頂きロータリー

クラブの会員として私には何が出来るかを考

えながら活動をしていきたいと思います。宜

しくお願い致します。

■次週の卓話
　日時　12/11 ㈬→ 14 ㈯クリスマス例会　
　　　　　　　　　　点鐘 18 時
　場所　KKR ポートヒル横浜
　　　　（本町中華街駅より徒歩５分）　　　
　　　　　　　　　　週報担当　内田　　敏


