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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        間室照雄 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 間室照雄会員 

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）              

 石井英男会員 

 大澤二三夫会員 

委員会報告 

親睦・家族委員会 馬場知行委員長 

特別委員会(ウォーキング) 井上脩士委員長 

 山口光男委員長 

出席報告 宮城 仁委員長 

スマイル報告 田邊 聖副 SAA 

点鐘 
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会長挨拶             小林玲子 会長 

2 月 11 日（木）バレンタ

インデーコンサート～二

台ピアノで聴くオペラとミ

ュージカルの世界～、わ

がクラブの寺西会員、山

口会員、サロンのお客様

（声楽家）の竹井史子様が出演するので行って

来ました。私は咳が出るので会場の外に出てい

ました。周りを見ていると、高校生の男女がドアの

開け閉めをしています。また、受付も高校生がし

ていました。祝日で自分の好きなことをして過ごし

ている学生が多いと思うので、どうしてこのような

事をしているのかと思って思い切って話しかけま

した。ピアノを弾いている先生の高校の生徒とい

うことでした。全くのボランティア活動という事です。

先生と生徒の繋がりが、きっといいのでしょう。ま

た、小学生から年配の方まで出演のミュージカル

を終え、大勢の小学生が出てきました。みんなで

作ったコンサートで微笑ましく感じました。私は会

場の外のテレビで見ていましたが、色々な繋がり

を実感して、とってもあったかい気持ちになって

帰れました。まさに♡バレンタインデーコンサート

です。 

 また親しみを感じていいなと思ったことがありま

す。近所のスーパーで会計の時にカードを渡す

と、「いつもありがとうございます。」会計を終えると、

両手を組み「またお越し下さい。」と言って軽くお

辞儀をします。「どういたしまして、また来ます。」と

心の中で言っています。和風 T店さんでは、テー

ブルのところで、「いらっしゃいませ」とお声をかけ

て頂き、きっちりとお辞儀を受けました。何だか照

れてしまいました。嬉しかったです。自分の店は

どうかしらと思いました。エステシャンの研修もま

ずお辞儀の仕方からです。お客様と気持ち良い

交流が出来る言葉、お辞儀を改めて確認しまし

た。 

幹事報告             坂口正城 幹事 

① 2 月 17 日（水）第 23

回ふれあいウォーキン

グ全体会議 

場所 総合福祉センタ

ー 18：00～ 

② 2 月 19 日（金） 第 5

回会長・幹事会開催予定  場所  寿司長 

18：00～ 

③ 2 月 19 日（金）地区ロータリー財団補助金管

理セミナーのご案内 場所 越谷コミュニティ

センターポルテコホール 開始 13：00～  

参加者 柿沼会員 田邊会員 成田会員 

④ 3月 13日（日） 米山記念奨学部門「修了式」

のご案内 会場 ラフレさいたま 3F「櫻ホー

ル」 開会 13：00～ 

⑤ 4月 8日（金）第 5グループ親睦ゴルフコンペ

予定 

⑥ 4 月１１日（月）鴻巣ライオンズチャリチィゴル

フコンペ予定 

場所 鴻巣カントリークラブ 

⑦ 4月 19日（火）4C合同親睦ゴルフコンペのご

案内  場所 鴻巣カントリークラブ 



3 / 6 

 

 
 

卓話 私の履歴書 

石井英男 会員 

まず、今年に入り今日

が 48日目ですね。世の中

ではマイナス金利あり、株

価上下あり、円高円安あり

ですが、私は昨日 2月 16

日誕生日で 36 歳になりま

した。63 歳です。母親に産んでくれて、感謝して

います。また、日本で良かったと思っています。 

高校では柔道をやり、寝技が得意でした。締め

付け、抑え込み（横）です。自宅近くのお寺の木

に藁をまきつけ、けんつい・ひじ打ち・回し蹴りな

ど練習していました。社会に出てからは、空手を

始めました。野辺武館に入り、19 歳～30 歳位ま

で現役でした。私の師匠は滝沢政行氏で、桶川

市で朝日接骨院をやっています。私は、黒帯名

誉 4 段をもらいました。今でも師匠とはお付き合

いをしています。 

私の兄弟が自営業をしている鴻巣コタミ商会

（自動車部品商）に就職し、自動車業者様にル

ートセールスをし、加藤自動車さんに御用聞きに

回った時に、加藤社長さん宅の奥様が今も綺麗

ですが、若々しく可愛く新婚さんで、加藤さんは

いいなと思いました。その頃、鴻巣に住み始めて

サウナに行きましたら、風呂場で隣の 60 歳前後

の大人の人から、「若い人はいいね、肌がつるつ

るして張りがあるね」と言われましたが、20 歳台の

時の私は、羨ましいなんてとんでもない。金は無

いし、つきあっている女性もいないし、もちろん財

産も無いし何も良い事はないと思った事も、今に

なってその人の言葉が良くわかりました。若さは

素晴らしいですね。 

10 代の時は、早く大人になりたいと思い、なっ

てみたら 1年が早い。10代、20代、30代、40代、

50 代、60 代と言うのは、10Km、20km、30km、

40km、50km、60kmと1年間のスピードは、その人

の年齢なのではないかと思います。80 代はスピ

ードが速いです。安全運転が必要です。皆さん

頑張りましょう。 

20 歳を過ぎた時には安アパートに入り、昼働

いて夜は食事もままならず。姉に頼みましたが、

毎日は大変でした。夜の商売に憧れ、熊谷駅の

丸井クレジットビルの隣にありました熊谷コンパに

バイトで入り、夜 7:00～12:00までも働きました。 

2階は白鳥という純喫茶で、下はグランドコンパ

になっていました。ここで、ボーイ、バーテンダー、

調理場などの仕事をしました。ボーイの時は、両

手で生ビール 6 本位を運び、バーテンダーの時

はブルーマウンテン、ブルーハワイのカクテルな

どを作りました。今では覚えておりませんが、経営

者は朝鮮の方でおじいちゃん・おばあちゃんとそ

の息子、昭和 14 年生まれのマスターに可愛がら

れました。マスターの 2号さんのマンションに行っ

たこともありました。調理場では、皿洗いと生野菜

450 円位のものを先に作って用意していました。

プロの板前さんとタッグを組んで、提供していまし

た。コンパの中では、サラリーマンのお客様が多

い中で 1週間に 1回くらいのペースでケンカも始

まりました。ケンカが始まると、若さと練習の成果

を持って止めに参戦したことも度々でした。警察

も度々参上し、到着したときには皆が知らんぷり

を決めていた事もありました。今では、思い出とな

っています。9時になると、裏から純喫茶のチーフ

がコーヒーを持って来てくれ、ただで食事も出来

て楽しませてもらいながら、アルバイトの収入にな

りありがたかったです。そのお金が 250万円くらい

貯まりました。 

シボレーカマロ トランザム ボンネットに火の

鳥がついている車を乗りたくて、40年前 250万円

を貯めました。車を買おうと思っている時、北海

道の釧路に 250坪の原野の土地を 200万円で購

入すると 1年後には 230万円になると言われ購入

してしまいました。不良不動産は倒産して、結局

友達 2人と 2泊 3日の 200万円の釧路旅行をし

た事になりました。 

兄弟の自動車部品会社で 10年勤めましたが、

細かい作業だったのでもう少し大きなものを扱い

たいと思っていた時、日産のセールスがとてもカ
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ッコ良く見えて、与野の中島栄三様（クリスチャン

で私の今の仕事の師匠です。間室さんとも仲間

でした）の会社、与野ナカジマに 2 年間修行させ

てもらった後、独立しました。昭和 58 年 3 月 13

日に創業し、小売で今現在 7,000 台を販売して

います。 

水曜ロータリークラブでの思い出では、たくさん

ありますが最初の旅行では「海が割れる」とライラ

研修の小畑委員長から聞いたので、ぜひ行きた

いと思い沖縄県の宮古島へ家族で旅行に参加さ

せてもらいました。会員皆様の故郷の旅行も参加

しまして、青森の立ちネブタ祭りでは大間の寿司

が食べられると聞いて楽しみにしていましたが、

大間の寿司は普通の寿司でした。それより、宮城

さんの寿司がボリュームがあっていつも美味しい

です。また、寺澤さんのときさんでも、いつも真心

のこもったお弁当を出してくれて本当に感謝して

います。 

現在は、埼玉県中古自動車販売協会・埼玉県

中古自動車販売商工組合の理事を 12 年。常任

理事を 4 年。今現在は、小売金融副委員長を務

めています。ご清聴ありがとうございました。 

大澤二三夫 会員 

1956年（昭和 31年）2月

22 日生まれ、申年、5 日後

に 60 歳の還暦を迎えます。

出生地は大阪ですが、記

憶にはありません。私に記

憶があるのは、山口さんが

親睦委員長の時の親睦旅行先、愛知県の犬山

です。その犬山も小学校4年までで、父親が繊維

のメーカーに勤めていた為に、所謂、転勤族でし

た。次が香川県の小豆島が 1 年 9 ヶ月、そして、

兵庫県の赤穂市で、小学校卒業と中学卒業、高

校 1年まで居ました。高校 2年生から同じ兵庫県

の西宮市の西宮東高校へ編入しました。この高

校は甲子園に近くて、一番遠い学校と揶揄され

ていました。 

スポーツは、中学校の時は卓球で、市内個人

戦で 2位に、高校 1年の時はサッカー部で、転校

後は、陸上部で走り高跳びをしていまして、公認

記録は1メートル83センチです。近畿大会までで、

インターハイには出られませんでした。この頃、将

来をどう考えていたかと言いますと、子供の頃の

夢のパイロットか建築家になろうと、思っていまし

て、当時、運輸省管轄の宮崎航空大学校を受験

しましたが、3 次で落ちました。同時に工学部建

築学科を受験しましたが、浪人する羽目になりま

した。1 年間勉強すれば受かると思っていたので、

適当に過ごしていたら、志望校には合格出来ず

に、千葉工業大学へと入学になりました。卒業後

は横浜のゼネコンに勤務し、建築家の黒田紀章、

前川國男の設計した建物にも携わりました。劇団

民芸の稽古場の工事では、米倉斉加年さんとお

会い出来ました。 

その後は義兄の誘いで、新規事業をするので、

手伝って欲しいと言われ、埼玉の鴻巣に来ました。

その後は、鴻巣青年会議所に入会し、そこで川

辺さんに出会い、建築会社（株式会社アサヒ創

建）を興しましたが、1 年後に、川辺さんが亡くな

り、会社の株を全て私が買取り、現在に至ります。

ロータリーに関しては、事務所に小畑さんと田邊

さんが来られ、素直にサインしました。 

委員会報告 

親睦・家族委員会       馬場知行 委員長 

 4月には、三つのゴルフコ

ンペの参加依頼が来てい

ます。我がクラブは愛好者

が多いので多数参加して

ほしいと思います。皆さん

に出られる日のアンケート

を取り、後で割振りしたいと思いますのでご協力

お願いします。 
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特別委員会（ふれあい鴻巣ウォーキング） 

井上脩士 財務委員長 

 ウォーキングの協賛金を

集めています。目標は 120

万円です。是非、前年度

を上回る様各会員のご協

力をお願いします。また、

井田さん、長谷川さんの分をどなたか協力してい

ただけないでしょうか。昨年の実績を次回の例会

にてお知らせします。 

山口光男 総務委員長 

 3 月のウォーキング全体

会議は 3月 11日（金）、 

福祉センターにて行われ

ます。多くの会員の参加を

お願いします。また、参加

者の募集についても協力

をお願いします。 

出席報告            宮城 仁 委員長 

 

 

スマイル報告         田邊 聖副 SAA 

 

 

前回までの合計 531,209 円
本 日 の 合 計 21,000 円
次回繰越金合計 552,209 円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

 先日の上尾での IM、「姜尚中氏」の講演。上尾

は発展する可能性がある。しかし鴻巣はないので

はないか。なにをおっしゃいますか、鴻巣の発展

の可能性は十分あります。鴻巣在住の有識者を

集めおおいに議論をしたらいいと思いますが皆さ

んいかがでしょう。              （ＳＩ） 

 

 本日 修正 

 2月 17日 2月 10日 2月 3日 

 1136回 1135回 1134回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 31 31 31 

出 席 数 21 22 25 

欠 席 数 9 7 6 

例会出席率 70% 70% 80% 

Ｍ Ｕ 数 1 2 0 

合計出席数 22 24 25 

出 席 率 71% 77% 80% 

スマイル 1  2月 28日は IMです。全員出席を！ 

津田健三会員・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・間室照

雄会員・松本安永会員・井上脩士会員・大澤二三夫会員・

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・細野潤一会員・宮内たけし会員 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

3月 2日 

（水） 
ＩＭ振替休会 

3月 9日 

（水） 

第 1138回通常例会 

会員誕生祝い・配偶者誕生月

祝い・結婚月祝い 

3月 16日 

（水） 
第 1139回通常例会 

3月 23日 

（水） 

第 1140回移動例会 

献血例会 

3月 30日 

（水） 

第 1141回移動例会 

夜間例会 

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 


