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“Be a gift to the world” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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        山口光男 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 山口光男会員 

会長挨拶 小林玲子会長 

幹事報告 坂口正城幹事 

ライラ研修報告 井上正士様 

卓話（私の履歴書）              

 宮城 仁会員 

 寺澤銀三会員 

委員会報告 

親睦・家族委員会 馬場知行委員長 

出席報告 宮城 仁委員長 

スマイル報告 田邊 聖副 SAA 

点鐘 

 

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 1147回例会 2016年 5月 18日 

日 
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会長挨拶             小林玲子 会長 

商売をやりたいと、いつ

頃から思い始めたのかなと

振り返りました。いつ頃から

は解りませんが、父の職業

柄、いつも、人の出入りが

あったのでそうした賑やか

な何かが良いと思っていました。5 才上の兄が反

面教師でした。今から 40 年以上も前ですが、兄

は 20 歳半ばで脱サラして、塩辛や色々な珍味を

スーパーの店先で販売する商売を始めました。

始める前には、品を並べるケースや、お客様に渡

す時に入れるパック、諸々移動するには冷蔵車

が必要、資本がかかると思いました。数年やりまし

たが、結局はやめました。だから、私が商売をす

る時は、すぐに腐らないで、重たい品物は持てな

いから軽い品、資本がたいしてかからない事と思

っていました。 

お見合いも洋品店、寝具店、質店のお話を 3

回頂いてお会いしましたが（お見合い）、縁があり

ませんでした。2 才 4 才の息子がいる時にメナー

ドに出会いました。結婚するまで三越で色々な仕

事をして外商もしたので、化粧品の訪問販売をは

じめました。今年で 34年になります。これからもコ

ツコツと励みたいと思っています。 

また、第 5 グループガバナー補佐大國 博様

へ、今年度クラブが特に良くなったと思われる事

への返信は、 

① プログラム委員長の立案で、会員の「私の履

歴書」を行い、会員同士が親しくなりました。

また、初めての試みで月末水曜日の例会を

夜間例会にしました。昼食時間は出られない

会員でも夕食なら出席出来、交流が出来て

とても良かったです。 

② 今まであまり出席しなかった会員（今年度の

幹事、次年度の会長）においては、役を引き

受けて頂けた事により例会出席するようにな

った事です。特に今年度幹事は皆出席です。

自分の後に続く人立派な会員を作ったと思

いとても良かったです。 

③ 米山記念奨学生の盧志英様は時間の許す

限り例会場、移動例会と参加して下さり、お

手伝いを積極的にして、会員と米山記念奨

学生がとても親しくなりました。クラブが明るく

なって、会員同士の交流も活発になりまし

た。 

幹事報告             坂口正城 幹事 

① 2016年 5月のロータリ

ーレートは 1 ドル 110

円です 

② 4 月 18 日（水）「ふれ

あい鴻巣ウォーキン

グ」総務部会  

会場 和風レストランとき 18：30～（クラブ

内MU） 

③ 4月 19日（火）2016年地区研修・協議会の

ご案内  

場所 越谷コミュニティーセンター 13名出

席 

④ 4 月 20 日（水）車椅子ボランティア研修会 

会場 鴻巣市社会福祉センター 16：30～ 

小林会長 成田ボランティア副委員長 出

席（クラブ内 MU） 

⑤ 4月 22日（金） ふれあい鴻巣ウォーキング

準備  

場所 陸上競技場 13：00集合（クラブ内

MU） 

⑥ 5月12（木）木曜ゴルフ会 大麻生ゴルフ場 

3組予定（クラブ内 MU） 

⑦ 5月 17日（火）4C合同親睦ゴルフコンペ開

催のご案内 

場所 鴻巣カントリークラブ 8名出席予定

（クラブ内 MU） 

⑧ 5月 27日（金）～29日（日） 国際大会参加 

12名 

⑨ 6 月 8 日（水）パスト会長会 会場 大正家 

18：00～ 
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⑩ 6月 13日（月）第 5グループ現次年度会長

幹事会及び懇話会合同会議開催予定 

会場 東武バンケット 16：30～ 担当クラブ 

上尾北 RC 会長幹事 次年度会長幹事 

ライラ研修報告          井上正士 様 

研修開始の初日、家から

出て空を見上げた。「もし

かしたら富士山見えないか

も」そう思いながらの出発

でした。途中、河口湖で休

憩をした際私はアヒルボー

トがあったのを発見して「これ乗りたい」と他の研

修生を誘いました。初めてのアヒル、回遊して戻

って来た時は疲れたけどそれ以上に楽しかった。

その後宿泊先の YMCAに着き、皆で BBQをして

一日目が終わりました。 

 二日目は早起きをして朝の散歩をと思って外に

出た。未だに富士山は全く見えなかったが

YMCA の雄大で清々しい土地を散歩するのもと

ても有意義だった。 

 散歩から帰ってくると雨が急に降りだしてそれで

も散歩に行く人たちがいたので、これは早起きは

三文の徳というものかと心の中で思った。その日

は酪農体験するのであったがさっきも言った通り

生憎の雨で外の風景はあまり楽しめなかった。だ

けど、牛さんの乳搾りをしたり、中々出来ない牛

舎での牛の世話をしたり等牧場ならではの貴重

な体験をさせて貰いました。さらには人があまり介

入しないロボットだけで飼育している牛舎を覗か

せてもらい牛の飼育の最先端を目の当たりした気

分でした。 

 YMCA に帰ると研修生たちが分かれてグルー

プ討議をしました。私たちの班は「今回の酪農体

験で感じた環境問題」について討論しました。み

なさん様々な考えを持っていて、自分では気づき

もしない所に目が行っていてこれがリーダーとし

てあるべき柔軟な思考なんだなと感じました。 

 三日目、結局最後まで富士山は姿を見せてく

れなかったかと思いながら帰えろうとした時、帰り

際を見送るように富士山が顔を見せてくれたので

す。最後に富士の景色も見られて私的にも他の

人にとっても最高の研修になりました。 

卓話 私の履歴書 

宮城 仁 会員 

1. 宮城 仁の誕生 

2. 牧之原台地と歴史  

開拓村から茶畑へ 

3. 宮城家の家督  

12月 30日毎年長男に 

儀式 

4. 小学校 3年生  

2羽のうさぎとの出会いやがて、自分の人生

に大きく役立つ、うさぎを飼う事によって得た

ものとは？計画性、実行力、考える力、まとめ

る力、先を見る力 

5. 少年時代、野山を駆けずり回り、春夏秋冬

の遊びと季節の贈り物、椎茸、わらび、あけ

び、長芋掘り、栗拾い、山柿とり、ため池での

釣、めじろとり、勉強はした事なし、元気な少

年で村でも人気者でした。 

6. 中学卒業後、地元の県立高校（普通科）を

卒業 

7. 父親の意見で実家のお茶を売るセールス

修行へと東京亀有からスタート 

8. 東京に来てからの宮城仁の変貌、人生で

一番の思い出と遊び、金は無いけど付けで

遊ぶ方法等々、若い時の遊び 

9. やがて東京より埼玉地区に営業マンとして

赴任、新規開拓をするのに実家のお茶を差

し上げたり売ったりして、埼玉にお茶の販売

網を築く 

10. やがて鴻巣市に直営店 1号がスタート、資

金はすべて群馬銀行さんから借金 

11. 脱サラ 40年、今に至る。思えば長くも短く

も我が人生まだまだこれから？ 
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寺澤銀三 会員 

小生の生まれは、新潟県

柏崎市の何の取り柄もない

小さな寒村です。七人兄弟

の四番目です。子供の頃は、

一所懸命働くお母ぁの姿を

見て、遊びや勉強もろくろく

せず、家の仕事を手伝いました。 

中学校を卒業してすぐ、北海道の増毛町の鰊

場の網元に奉公に入り、その 1 年半に鰊の異変

に気づき、「来年は増毛町から鰊は一匹も獲れず、

3 年後には北海道から鰊が姿を消すでしょうから、

ここを辞めます。」と言って、東京の長寿庵のそば

屋に入り、10 年間出前持ち、11 年目に結婚を機

に、鍋屋横丁で独立し、その店を 2年半、品川の

戸越銀座に間口二間、奥行五間の居宅件店舗

を買い、そこでやっと一国一城の主となりました。 

しかし、最初はなかなかお客様が付かず、そば

の御用聞きを始め、それから店も大繁盛。やっか

む組合から色々言われましたが、そんなの無視。

更に六本木に支店を出し、今度は親方、仲間か

ら心配されたが、これまた大繁盛。 

でも、働き詰めで苦労がたたったのか、ギックリ

腰になり、1 ヶ月半の入院となってしまいました。 

病院のベッドに横たわり、さてこの先どうしたら

良いのか、おかげさまで本店も支店も大繁盛、で

もこの先このままで良いとも思わない、忙しいし、

言う割には利益がない。考えたのが資本力だと

思っても、第一金もないし、特別な技術もない、

又たいして頭も良いとは思わん、でもやるなら今

がチャンスだ。それじゃ 2億 5千万集めよう、銀行

の金利が 9．5％。うわ、こりゃ高いわと思いました

が、これはインフレになっていく訳だ、結構なこと

だ。 

そこで 2年半土地探し、店の基本方針を考え、

店の設計、メニューの制作、少し店の広さが足り

ないと思いましたが、なかなか良い物件も他にあ

りませんので、この現在の地に開店いたしました。

しかし、私の考えが少し甘かったのか、これが全

然暇。この野郎、どうした。バカ者が、と自分に言

い聞かせている内に、店が売りに出されていると

町で噂が流れていると知り、これがヒントになり、

そんな噂を吹き飛ばすようにベンツを買い、町中

を乗り回し、これが功を奏したのか、8 年で借金を

完済しました。その後バブル崩壊、2 割 5 分の減。

これ又参りましたが、隣の土地を購入し、店の大

改修、新メニューを取り入れたら、元の売り上げ

に戻りやれやれと思ったら、今度はリーマンショッ

ク。またまた、これには参った。今度は利の奥の

手がある、それは宴会場だ。これも皆様の暖かい

声のおかげと、働き者の女房と真面目な社員、健

康で明るい子供達のおかげです。 

委員会報告 

親睦・家族委員会       馬場知行 委員長 

 韓国の国際大会が近づ

いてまいりました。参加者

には別紙の成田空港まで

の行程をお渡ししたので参

考にして下さい。親睦ゴル

フの案内文は後ほど連絡

しますので参加よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 / 6 

 

 
 

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 654,209 円

本 日 の 合 計 19,000 円

次回繰越金合計 673,209 円  

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

 オバマ大統領の広島訪問、なにを感じることで

しょう。戦争の悲惨さがこれほど表現されていると

ころは少ない。彼のメッセージが世界中に届くよう

願う。                   （ＳＩ） 

 

 

 

 

 本日 修正 

 5月 18日 5月 11日 4月 23日 

 1147回 1146回 1145回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 32 32 32 

出 席 数 18 24  

欠 席 数 8 6  

例会出席率 56% 75% 100% 

Ｍ Ｕ 数 6 2  

合計出席数 24 26  

出 席 率 75% 81% 100% 

個人スマイル 

井上脩士会員…今日はライラでお世話になった息子がラ

イラ報告します。よろしくお願いします。 

スマイル 1  会員卓話よろしくお願いします。 

宮城 仁会員・小畑正勝会員・寺澤銀三会員・井上脩士会

員・大澤二三夫会員・坂口正城会員・成田志津子会員・細

野潤一会員・宮内たけし会員 

スマイル 2  井上正士さん、ライラ研修報告よろしくお願いし

ます。 

馬場知行会員・山口光男会員・間室照雄会員・松本安永

会員・石井英男会員・小林玲子会員・田邊 聖会員・青木

日出光会員・松村豪一会員 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月 25日 

（水） 

第 1148回移動例会 

市民活動センター18：30～ 

東久邇宮国際文化褒章受章報

告 津田健三会員 

6月 1日 

（水） 

第 1149回通常例会 

会員誕生祝い・配偶者誕生月祝

い・結婚月祝い 

6月 8日 

（水） 

第 1150回通常例会 

クラブ協議会 

6月 15日 

（水） 

第 1151回通常例会 

クラブ協議会 

6月 22日 

（水） 
休会 

6月 29日 

（水） 

第 1152回移動例会 

最終例会 

親睦ゴルフ 

親睦ボーリング 28日 13：30集合 

和風レストランとき 17：30受付 

クラブ会報委員会 

委員長  井上脩士    副委員長  田邊 聖 

委 員   細野潤一 成田志津子 青木日出光 


