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例会開始前の握手会 

ロータリーソング斉唱     （奉仕の理想） 

 

四つのテスト唱和       宮内たけし 会員 

 

 

 

 

 

例会プログラム 

司会 松本安永 SAA  

点鐘 

ロータリーソング斉唱(奉仕の理想) 

四つのテスト 宮内たけし会員 

会長挨拶 小林玲子会長 

幹事報告 坂口正城幹事 

卓話（私の履歴書） 加藤 勉会員 

 山口光男会員 

委員会報告 

次年度学友部門 井上脩士委員 

出席報告 宮城 仁委員長 

スマイル報告 田邊 聖副 SAA 

点鐘 

 

わ 

 

RI第 2770地区        第 5グループ 

鴻巣水曜ロータリークラブ 

  

 「世界へのプレゼントになろう」 

“Be a gift to the world” 
 

第 1132回例会 2016年 1月 20日 

日 
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会長挨拶             小林玲子 会長 

 今朝風花が舞っていまし

た。高校時代、歌った歌を

思い出して、口ずさんでし

まいました。「風花が かろ

やかに 大空に舞うよ♪」 

1月 16日(土)、松本会員、

会員の令夫人加藤様、宮城様、馬場様、井上様

と、埼玉ゆず RC 新春初釜例会に出席しました。

始まる前に井原ガバナー様のご挨拶で直前パス

トガバナー濱野様がお亡くなりになったと聞いて、

本当に驚き、むねが詰まりました。井原ガバナー

様が気持ちをあらため、お茶会は初めてとおっし

ゃり、上岡会長様が説明をしながら、お濃茶、お

薄、おいしいお菓子を和やかに頂きました。埼玉

ゆず RC の会員皆様、有難う御座いました。お疲

れ様でした。帰りがけに、「鴻巣の花火大会をみ

て、素晴らしい思い出です」と声をかけて下さいま

した。交流ができて、ほんとうに良かったです。 

幹事報告             坂口正城 幹事 

① 2015年 12月 23日（水） 

第3回会員選考増強維

持委員会開催 

時間 17：00～ 場所和風レ

ストランとき 出席者 15名 

② 2016 年 1 月 8 日（水） 

第 23回ふれあい鴻巣ウォーキング総務委員

会開催 時間 18：30～ 場所 和風レストラ

ン とき   

出席者小林、山口、津田、井上、寺西、木下

6名 

③ 2016年 1月 14日（木） 第 23回ふれあい鴻

巣ウォーキング実行委員会開催 

時間 18：30～ 場所 鴻巣市総合福祉セン

ター 

参加者 小林 山口 井上 石井 坂口 柿

沼 大澤 寺西 木下 9名 

④ 2016年 1月 16日（土）ゆずロータリークラブ

初釜例会が開催されました。 

参加者 小林会長 松本会員 宮城夫人 

加藤夫人 馬場夫人 井上夫人 6名 

⑤ 2016年 1月 26日（火） 一般社団法人鴻巣

北本青年会議所 新年会のご案内 

場所 鴻巣市文化センター3階 開会 19：00 

⑥ 2016年 1月 28日（木） 法要寺大聖不動明

王初縁日大護摩供が開催予定 

⑦ 2016 年 1 月 28 日（木）4 クラブ合同例会開

催のご案内 場所 鴻巣市市民活動センタ

ー3階 18：00 登録開始 18：30 点鐘 

⑧ 2016 年 2 月 19 日（金） 第 5 回会長・幹事

会開催予定 場所 寿司長 18：00～ 

⑨ 2016年 2月 28日（日） ＩＭ 開催予定 

場所 上尾文化センター 12：30点鐘 
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卓話 私の履歴書 

加藤 勉 会員 

皆さま、こんにちは。今日

は私の履歴書ということです

が、皆様のように立派な履

歴はございませんし、宮城

プログラム委員長のユーモ

アのある話との事ですが、ど

っちかというと暗い話になってしまうかもしれませ

ん。私は大変貧乏な小さい農家の 9 人兄弟の 9

番目に、現在の鴻巣市宮前 199 番地で昭和 18

年 12月 10日戦争中に生まれました。父が 48才、

母が 44 才の時でした。両親は父が 23 才、母が

19 才の時に結婚しまして、翌年長男が大正 8 年

に誕生しましたが 3才で病死、次男は成人したん

ですが 23 才でフィリピンで戦死、三男は 5 才で

病死、長女は現在 87才で健在ですが、次女は 6

才で、一日5台ぐらいしか走ってない旧中山道で

交通事故死、三女は結婚して 4 人の子供に恵ま

れましたが 60才で亡くなり、四女は 4才で病死し

まして、9 人兄弟で 5 人が亡くなりました。残され

たのは 4 人になってしまいました。私が生まれた

のが昭和 18 年ですので長男が生まれてから子

づくりの期間が 24 年間、大変子づくりの上手な

両親でしたが、子育ては大変厳しく、悲しい思い

も多くあったのではと思います。 

私が小学校に入学した時には、母が 51才でし

たので母親というより祖母ではないかとからかわ

れた時もありましたが、私にとってはやさしい母で

した。お小遣いといえば母親から、親父からお小

遣いを貰った記憶がありません。母親は働き者で

したが、父親はものぐさで、自分が中学校を卒業

する頃は 64 才で農家だったので腰が曲がりまっ

たくお爺さんそのものでした。両親も年をとり働き

手の無い家庭でしたので、最低の貧乏だったよう

です。食事と言えば農家で採れる野菜やタクア

ンなどが毎日で 1週間に 1度納豆か豆腐の子供

時代だったと思います。 

学校を卒業し一度就職をしましたが、好んで

入った会社ではなく 1 年半程努めて何か手に職

をと思って、近くの同級生が勤めていた川口の自

動車整備の見習いとして働き始めたのが 12 月、

19才で 3級整備士、22才で 2級整備士の免許

を取り、25 才で埼玉県の 2193 番目の自動車整

備工場を始めて今年で 47年になります。 

50 年まで頑張って続けたいと思っております

が、長い間大きな病気もせず健康で過ごせたの

は丈夫な体を授けてくれた両親に感謝しておりま

す。とくに私の所には障害の子供がおりますので、

その子のためにも健康に気をつけて頑張って行

きたいと思っております。有難う御座いました。 

山口光男 会員 

1952 年(昭和 27 年)12 月

21日生で 3人兄弟の 3番目

です。出身は、長野県佐久

地方の小海町出身になりま

す。日本で一番高地を走っ

ている JR 小海線、高原列車、

高原野菜で有名な町です。 

今日は主にこどもの頃の話をします。当時、祖

父母、両親、3人兄弟の7人家族、父方の兄弟姉

妹が 9 人、内男 5 人、女 4 人にいました。8 月 1

日のお墓参りと正月の年 2 回父の兄弟が我が家

に集まります。当然その子供も来るので 30 人近

い人が集まり大変な賑わいです。お墓参りの時

に、伯父さんたちと一緒に家の前の川に魚を捕り

に行きます。家の前から川沿いに上っていくと、

渓谷になっている場所があり、そこから先は通れ

なくなり、そこまで魚を捕りに行きます。捕る道具

は素手です。というのは、水が流れている川幅が

3ｍから 5ｍぐらいしかありません。川の中は石が

ごろごろ転がっていて、人が川に入ると魚が石の

中に隠れます。そこを手で探りながら魚を捕まえ

ます。イワナやヤマメがたくさん捕れ、魚を家に持

ち帰ると母やおばさんたちが、てんぷらや刺身に

してくれるので、そこから宴会がはじまります。父

の男兄弟 5人集まるとお酒を 5升ぐらい飲んでし

まいます。飲みすぎてみな頭が下がったままにな

って寝てしまいます。正月は 2 日に集まり酒盛り
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が始まると女たちが忙しく料理の支度に追われま

す。また、正月に来るお客さんへのお土産は、御

餅をあげます。高校生の頃は、2人の兄は家を出

ているので、私が一人で御餅を 8 臼ぐらい大きな

杵で突上げました。 

9月になると、山に蜂の子を捕りに行きます。巣

は地面の中に作るので、地蜂と言って、蜂の大き

さは余り大きくなく刺されてもあまり痛くはありませ

ん。一日で 8 個ぐらい巣を捕ることもあり、当時

1kg3,000 円位で蜂の巣を買ってくれる業者がい

るので子供にしては、良いアルバイトになったと

思います。朝 5時から 6時ごろ山に入って午後の

3 時ぐらいまで蜂の子捕りをしています。朝の早

い時間帯は、蜂が活動を始めるので、山の斜面

をみていると巣から飛び立つ蜂の影がよく分かり、

大体の見当をつけ探しにいくと容易に見つけるこ

とができました、太陽が上がってしまったあとは、

蜂の影は見えなくなるのでトンボの肉を餌にして、

蜂蜜を捕りに来ている蜂に与えます。すると蜂が

自分から肉団子にして巣に持って帰ります。この

時、飛んでいく方向や時間を計り巣の場所の位

置を割り出します。一度肉団子を与えると同じ場

所に、蜂は必ず戻って来るのでこちらで絹糸の

真綿に肉団子をつけてそれを蜂に与え、飛んで

いく方向が見えるので、行く方向に人を配置して

巣を見つけ出します。蜂が出入りする巣の穴に、

打ち上げ花火を打ち込んで素早く巣を取り出し、

巣の場所から移動します。蜂蜜を捕りに行った蜂

が返ってくると、人間を攻撃するので巣の中の気

絶した成虫の蜂を取り除きながら移動します。巣

は 6段から 8段ほどの巣になっており、中に女王

蜂の段があり、蜂の子は大きくなっています。蜂

の子の食べ方は、フライパンで醤油または塩で

味付けをし、煎って五目御飯にしたり、酒の肴に

したりもします。ローヤルゼリーを食べているのと

一緒なので、大変栄養価は高いと思います。いま

でも、信州に行くとお土産で販売しています。 

佐久地方は、冬、雪は少ない方ですが大変寒

いところです。ですからスケートがとても盛んで、

スピードスケートのオリンピック選手がたくさん出

ている所です。小学校では、グランドに水をはっ

てスケート場をつくり、家の近くでは、田んぼに水

をはってスケートを楽しんだものです。スケート大

会の時は、松原湖に行って滑ります。氷が 30ｃｍ

ぐらいの厚さになるので、氷が割れる心配はあり

ません。大会があるときは、松原湖まで 6ｋｍぐら

いの道のり山越え谷を越えて歩いて行ったもので

す。高校生まで長野で暮らしましたが、大人にな

ってからのことは次回にまたお話したいと思いま

す。 
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委員会報告 

次年度地区学友部門      井上脩士 委員 

 次年度新しくできる「学友

部門」に出向します。「学友

部門」は、 

○財団奨学学友 

○GSE・VTT学友 

○青少年交換学友 

○米山記念奨学学友、 

其々の学友と連絡を取り合い、組織化、ネットワ

ーク作りを推し進め、ロータリーの奉仕の精神の

基に学んだ豊かな人間同士の絆をさらに強固な

ものにする手助けができればと考えます。 

新年の抱負 

田邊 聖 会員 

あけましておめでとうござ

います。7 月より始まる柿沼

年度で幹事を務めることは私

にとっての一大事です。クラ

ブの皆様に迷惑のかからな

いようにしてまいります。ご指

導ご協力をお願いいたします。 

出席報告            宮城 仁 委員長 

 

 

 本日 修正 

 1月 20日 1月 13日 12月 31日 

 1132回 1131回 1130回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 31 31 33 

出 席 数 21 21  

欠 席 数 8 7  

例会出席率 68% 68% 100% 

Ｍ Ｕ 数 2 3  

合計出席数 23 24  

出 席 率 76% 78% 100% 
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スマイル報告         田邊 聖副 SAA 

 

 

前回までの合計 442,209 円
本 日 の 合 計 21,000 円
次回繰越金合計 463,209 円  

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

 AFC U22 五輪アジア最終予選、日本対韓国

戦。後半開始早々に追加点を入れられ 2-0 の展

開に私はせめて 1点入れてほしいと願った。後半

20 分までに点が入らなければ寝てしまおうとさえ

思った。後半から入った浅野が 1点入れ、続けて

2 点目。奇跡が起こったかと興奮した。その後さら

に 1点入り優勝。おめでとう。        （ＳＩ） 

 

 

今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマイル 1  厳しい寒さになりました。頑張りましょう。 

津田健三会員・小林忠司会員・宮城 仁会員・小畑正勝会

員・加藤 勉会員・寺澤銀三会員・馬場知行会員・山口光

男会員・松本安永会員・井上脩士会員・石井英男会員・柿

沼洋一会員・坂口正城会員・小林玲子会員・宮坂良介会

員・田邊 聖会員・寺西修身会員・成田志津子会員・木下

純一会員・青木日出光会員・宮内たけし会員 

クラブ会報委員会 

委員長  井上脩士    副委員長  田邊 聖 

委 員  石川和枝 細野潤一 成田志津子  

青木日出光 

1月 27日 

（水） 
振替休会 

1月 28日 

（木） 

第 1133回移動例会 

4RC合同例会 

2月 3日

（水） 

第 1134回通常例会 

会員誕生祝い・配偶者誕生月

祝い・結婚月祝い 

2月 10日

（水） 
第 1135回通常例会 

2月 17日 

（水） 
第 1136回通常例会 

2月 24日 

（水） 
休会 

2月 28日 

（日） 

第 1137回移動例会 

ＩＭ 上尾文化センター 


