
 

第 1479 回例会 2017・6・6  

 

 

 

 

 

 

 

 

会長の時間         内田 学   

皆様今日は。ここ数日は、晴天で暑さ、紫外線対

策が必要ですが、花粉症には散歩には、いい時期に

なりました。私事ですが、一人で、歩いているとこ

のおじさん徘徊していると、間違えるかなと思い、

子供に妻が習い、私は妻に習い、ポケモン GO 初め

ました。近くを歩き回っても犬の散歩でなくても以

外に歩く事ができ、ブームが過ぎたみたいで、おじ

さん、おばさんが散歩がてら、ノンビリ行こうのを

見かける事ができます。のんびりと散歩を楽しむに

はいいかも知れません。お試し下さい。有り難うご

ざいました。 

幹事報告         髙橋 和男 

✿2017～2018 年 ガバナー公式訪問スケジュール 

✿ガバナー月信原稿執筆の御依頼について 

✿例会変更のお知らせ・・・新所沢 RC 

✿次年度役員・理事のお知らせ 

 入間 RC、入間南 RC、所沢 RC、新所沢 RC 

✿週報・・・入間 RC、入間南 RC、所沢東 RC✿ 

 

親睦委員会        石井 秀夫 

 5 月 28 日（日）～29 日（月）伊豆 稲取り親睦旅

行があります。今日までで 23 名のご参加があり有

難うございます。参加できない方の分も楽しんで参

ります。 

 

ニコニコボックス      吉田 栄治  

所沢ロータリーククラブ 市川 雅巳様  

本日は所沢ロータリークラブの

100％例会の振替でメーキャップに参

りました。宜しくお願いします。 

又、先週は貴クラブの中 毅志市議会

議長には当クラブの卓話講師として

■出席報告 

月 日 5/23 

会員数 29 

出席者 29 

出席率 100％ 

前回修正 96.6％ 

 

山﨑 武邦 

 

 

山田 富男 

 

例 会 当 番 記 念 祝 福 卓      話 

6/6 「次年度の運営・抱負に

ついて」   堀江会長ｴﾚｸﾄ 

「市政報告」中市議会議長 

6/13 「世界経済及び日本～」 

 池谷 亮様 ﾃﾚﾋﾞ東京ｺﾒﾝﾃｲﾀｰ   

  6 月会員誕生 

石井 秀夫 師岡 友次 



大変お世話になりました。有難うござ

います。 

所沢東ロータリークラブ 会長 中島 洋志様  

本日は皆様の御支援で残り 1 ｹ月で留

学を終了します エウエン君とお礼

に参りました。宜しくお願いします。 

✿ ｴｳｴﾝには素晴らしい日本語でスピーチをして 

下さいました。 

 

内田 学  所沢 RC 市川様 所沢東 RC 中島会

長 斎藤様 エウエン君ようこそ。 

堀江 大  市川様 中島様 斎藤様 エウエン君

ようこそ。 

吉田 栄治 雅巳君良くいらっしゃいました。金
きん

ち

ゃんを思い出します。 

石井 秀夫 イニシエーション スピーチ宜しく

お願いします。 

本橋 正夫 本日 3 名の方気楽に頑張って下さい。 

大舘 信夫 先日の 5 クラブ 親睦ゴルフで 4 位で

した。 

小暮 博攵 前回欠席。孫娘が「医科大」へ合格し

ました。 

 

中 毅志  先週は欠席ですみません。又、今日は

午後 1 時から総会な等あり、早退しま

す。宜しく御願いします。 

本橋源太郎 本日所用の為 早退します。 

鈴木 伴忠 お 3 方イニシエーション スピーチ

宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大舘 信夫さん 鈴木 伴忠さん おめでとうご

ざいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ｸﾗﾌﾞ合同懇親ｺﾝﾍﾟ 

久邇ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 

5/17（水） 



 

 

 

 

 ✿ 産経建設（株）代表取締役 内野 忍 

皆さんこんにちは。内野忍です。 

当ｸﾗﾌﾞに入会させて頂き 2か月になりました

が、まだわからない事だらけなので、なるべ

く早く皆さんの中に溶け込み、色々な事を学

んでいきたいと 

思うので、今後ともよろしくお願いいたしま

す。 

先週の例会で、上野さんより「イニシエー

ションスピーチをお願いします。内容は何で

も構いません」とお願いされたのですが、今

まで大勢の中でスピーチするという経験が

ほとんど無かったので、大変緊張しており、

お聞き苦しい点が多々ございますが、なにと

ぞご辛抱お願いいたします。 

まずは自己紹介をさせて頂きます。私は昭

和 48年 7月 31日に所沢に生まれました。現

在、妻と 2歳の息子と小手指南に住んでおり

ます。 

今は産経建設という土木建設会社を営ん

でおりますが、最初に就職したのは東京高田

馬場にあった会社だったのですが、入社して

すぐに名古屋の支店に転勤を命じられ配属

しました。 

初めての一人暮らし、知らない土地、聞き

なれない言葉等、仕事以外の事でも苦労はし

ました。 

 

しかし、1年、2年、3 年と名古屋での生活

になじんできた頃、産経建設の先代 内野和

美から電話がありまして、「ウチの会社は今

人手が足りなくて大変な状態だから帰って

きて手伝ってくれないか」と言われたのです。 

いやー、悩みました。3 年も今の生活をし

て、名古屋に骨を埋める覚悟ではいたのです

が、身内に帰ってきてくれと言われたのです

から。 

話は少し戻りますが、就職して名古屋に転

勤の話が出た時も悩みました。 

その時は、「これから自分はどんな人生を

送るかわからないけど、これから知らない土

地で生きていくことなんかないかも知れな

い。これが運命の分かれ道かも知れない。そ

れならばこの流れに身を任せて名古屋に行

くのも良いかもしれない」と思い転勤したの

です。で、先代からの「帰ってこい」の連絡

の後、悩みながらその事を思い出して、これ

も人生の分岐点なのかも知れないと感じた

のです。 

ならば今回もこの流れに乗って所沢に戻

ってみようと思い、産経建設に入社しました。 

それから約 20 年、現場での作業をこなし

て昨年社長という重い職を任される事にな

りました。 

そのまま名古屋で生活していたらどんな

人生を送っていたのだろうか。と、考える事

もありますが、20年前に所沢に戻るという道

を選んだからこそ所沢西ロータリークラブ

の皆さんに出会える事が出来たので、私の人

生の選択は間違っていなかったのかな？と

思います。 

こんな私ですが、今後とも宜しくお願いい

たします。どうもありがとうございました。 

 

 

 

 

     

イニシェーション

スピーチ 



✿ 秀栄建設（株） 代表取締役 金岡 悟 

『 皆さんこんにちは。改めまして本年度入

会しました金岡悟です。昭和４９年生まれの

今年 43歳になります。 

この度はスピーチの苦手な私にこのような

機会下さりまして本当にありがとうござい

ました。 

これからは、当会員の一員として、はやく

一人前のロータリアンになれるようがんば

る所存でございます。 

今後とも皆様方よりご指導ご鞭撻賜ります

様、よろしくお願い申し上げます。』 

  

✿ 國際交通（株）代表取締役 恒良 裕子 

 父がロータリークラブに入会する事にな 

った時、家にご紹介者がみえるという事にな 

り小さな家で散らかっており入会出来るか 

母も私も心配しました。結局会社にお見えに 

なり、無事入会出来ました。 

 

 

 

 クリスマスに家族皆でクリスマスパーテ 

ィーに参加させて戴きました。 

当時の会長様であった市川様ご夫妻がダン 

スをされていたのを子供心に素敵と感じま

した。 

その後奥様と母は昭和 9 年と 10 年生まれ

の同級生という事で、皇后陛下がお断りに 

なったら・・・・・ 私達が嫁いでいたと逢 

う毎に話していたそうです。 

 入会しロータリーのバッジを目にした時、 

父もお洒落な人だったので例会の日は背広 

の襟に必ず着けていたのを思い出しました。

私も背筋の伸びる思いでバッジを着けて 

います。そんな父も母が 48 歳の時に検査入 

院のまま亡くなりました。私は試験中で殆ど 

一般科目は受けられず国立音大付属高等学 

校からピアノ科を希望していましたのでピ 

アノの試験だけ最後の人の後に特別に受け 

させて貰い大学進学と成りました。 

それから音楽の友社の外注先の編集 印刷 

会社に 7 年勤務し寿退社。1 年ほどして國際

交通にパートタイムで働き社員となり、5 年

ほど前に母から世代交代しました。そして因

果な年回り 48 歳の時母が他界しました。立

場が変わると考えも変わり言いたい事もど

の様に話をしたら良いか考える様に成りま

したがまだまだ難しいです。 

 所沢西ロータリークラブに入会して名簿 

から小学校からの同級生のお父様がメンバ 

ーでいらした事を知りました。父の葬儀にも 

参列し御参りして下さり、高校の時にはピア 

ノの恩師も一緒でした。この様なご縁のある 

そして家庭的で暖かい会に参加させていた 

だき本当に感謝しております。 

 今後ともよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

         

 今週の担当  本橋源太郎 


