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奉仕を通じて 

平和を 

田中作治 RI会長 

 

 

例会開始前の握手会 

 

 

 

ロータリーソング斉唱   （我等の生業） 

 

例会プログラム 

司会 井上脩士 SAA 

 小畑正勝副 SAA 

点鐘 

国歌斉唱 

ロータリーソング斉唱（我等の生業）斉唱 

四つのテスト唱和 石井英男会員 

お客様紹介  

RI2770地区 5Gガバナー補佐 福士 満様 

同補佐幹事 堀口好治様 

ヨンペケ会の皆様 

会長挨拶 寺澤銀三会長 

幹事報告 松本安永幹事 

ガバナー補佐挨 福士 満様 

ヨンペケ会について 津田健三様 

 吉田幸雄様 

 古野忠之様 

武重房雄様 

委員会報告 

出席報告 宮城 仁委員長 

スマイル報告 山口光男副 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 
  

 絆を高め 

     ふるさとの心を 
 

第 966回例会 2012年 7月 25日 
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四つのテスト唱和     石井英男 会員 

 

会長挨拶         寺澤銀三 会長 

中学校を無事卒業し、ジャ

ガイモも植え終わり、これで

おっ母も楽ができると思いま

した。 

私が北海道の奉公先に旅

立つその朝「お母 銭くらっ

しい」、「父っつあんからもらい」「父っつあん銭く

らっし」、「おっ母からもらい」と互いになすりっこ。

何だ、勉強もさせず、遊びもさせず、裸で放り出

すのかと思いましたが、なんだか気の毒で、何

も言わず、北海道鰊（ニシン）場の網元へ奉公

に行ったのです。汽車の中で、「これから誰にも

頼らず生きていくんだ」、涙を隠しながら、外の

風景を見ていました。二日かかってやっと増毛

の網元の家に着きました。 

海は青く、岸辺は白く、たぶん産卵のため白

くなっていたのでしょう。町中は東京並みに賑

わって居ました‥そして大漁にわいていました。

‥それから二年たったころ、やん衆（出稼ぎ労

務者）達が、昔は函館が鰊(ニシン)が漁れたの

に今はだめ、と話していました。おや、おかしい

なあ、今働いている女衆は皆小樽と余市のかた

ばっかりです‥それはたぶん、彼女たちの町は

ニシンが捕れないからここで働いているのだな、

そうすると来年は増毛もだめ、その先の留萌は

大漁、その次は稚内、日本海の陸地に沿って

北東に登っているのがわかりました。 

そんなわけで、来年はニシンが一匹も捕れま

せんと断言して､「辞めさせてください」と話した

ところ、社長は顔を真っ赤にして「ううーん」と考

えているようでした。やっとの事で許してもらい、

知人をつてに､東京のそば屋の長寿庵に入っ

たのです。 

それから 11 年そば屋の出前持ちをして、今

の女房と結婚をしました。結婚と同時に独立し、

リヤカーに屋根が付いたような店で、中野区鍋

屋横丁で商売をし、3 年余りして今度は品川の

戸越銀座の 12 坪の居抜きの店を買って、やっ

と一人前になったような気がしました。最初は全

く売れず半年間はだめでした。 

こうなりゃ御用聞きしかなく、片っ端から御用

聞きです。それが功をなして､毎日電話は鳴り

放し、店も又忙しく､こりゃあだめだ､何か良い方

法はないかと考えたそのとき、六本木に､日産

自動車販売の15階建てのビルができるという事

を聞き､そこにテナントで店を出しました。そこも

忙しく､何とかしなくてはいけない､商法としても

良くないと想いながら､あれこれ考えている内に、

スカイラークやらロイヤルホストやらと車を中心

にした大型店ができたのです。こうなると商店街

もつぶれ、地方の商店街もつぶれると思い、今

の内だと全財産を売り払い､ここ鴻巣に来たの

です。全部で2億5千万円かかりました。その内

1億円を借金しました。金利が年利 9％と高かっ

たのですが､高いのでむしろ景気が良くなると思

いました。 

鴻巣に来て 20年過ぎたころ､バブルがはじけ､

売り上げも坂を下るように落ちて、赤字すれす

れまでに、又考えました。これからは「食を楽し

みにする店」と考え、店の中身を全部取り替え、

隣接の土地 150 坪を買い足して改築しました。

社員寮も建築したので、大変なお金がかかりま

した。 

借金でふうふうしている内に円高になり､さら

に売り上げも落ちて、また 1億の借金をし、宴会

場を増築して今に至っています。「人生は重き

荷を背負って､遠き道を行くごとし」ということば

がありますが、まさに私の事のようです。 

最初の奉公先の北海道増毛の網元の話で

すが､そば屋の奉公先に 2 回も尋ねて来てくれ、

開店のときにも､家族で昆布の 5 貫束を 6 個も

お土産に持ってきてくれました。その話によると、
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私が辞めるとき、鰊が捕れなくなると言ったこと

が全部当たったそうです。 

社長さんは 65 歳でガンで亡くなりましたが、

おばあさんは 94歳で元気で､毎年暮れには､そ

ばとうどん、それにお年玉を入れて送っていま

す。 

それが私の楽しみの一つです。 

幹事報告            松本安永 幹事 

① 7月 18日（水） 退会現況

調査の依頼があり、提出

しました。内容は 2010 年

7月 1日から 2012年 6月

末までの退会者の入会年

月、退会年月、退会理由、

年齢などの調査です。 

② 7 月 21 日（土） 地区広報部門セミナー開

催  出席者：寺澤会長、加藤文男部門長。

詳しくは委員会報告でお願いいたします。 

③ 7 月 22 日（日） 打ち水大作戦を実施され

た事業所に対し、ガバナー月信8月号に間

に合わせるために翌日 23 日に写真データ

を送るよう通知がありました。提出が遅れた

場合でも 9月号にも一部掲載されるとのこと

です。当初の案内では 7月 31日を締め切

りとしていました。 

④ 7 月 28 日（土） 地区新世代部門セミナー

開催  出席予定者：寺澤会長、間室部門

長、田邊委員長 

⑤ 8月 4日（土） 地区米山記念奨学部門セミ

ナー開催  実施要領が届いております。

ロータリアン用には四つのテーマが示され

ているグループセッションで行われます。 

出席予定者：寺澤会長、宮城委員長 

⑥ 8 月 11 日（土） 地区管理運営部門セミナ

ー開催  出席予定者：寺澤会長、山口部

門長 

⑦ 9 月 8 日（土） 奉仕プロジェクト部門セミナ

ー開催 出席該当者は寺澤会長、石井会

長エレクト、小林玲子職業奉仕委員長、柿

沼社会奉仕委員長、坂口国際奉仕委員長

及びその他希望者となっております。8 月

20日申し込み締め切り。 

⑧ 9月 15日（土） RLIパートⅠの案内が届い

ております。該当者は加藤文男直前会長、

石井英男副会長、他はパスト会長を除く会

員です。寺澤会長より指名があります。8 月

20日申し込み締め切り。 

⑨ 9月 29日（土） こうのす花火大会 今年度

は例会となっています。 

⑩ 10月15日（月） 地区大会記念チャリティゴ

ルフ大会開催  大利根カントリークラブ 

東・西コース（貸切）の案内が届きました。

参加者は各クラブ 4 名までということで、寺

澤会長が取りまとめます。8 月 10 日申し込

み締め切り。 

次回理事会前役員会予定 

2012年 7月 27日（金） 

時間 19時 00分より  場所 北鴻巣クリニッ

ク待合室 

次回理事会予定 

2012年 8月 1日（水） 

時間 11時 00分より  場所 群馬銀行鴻巣

支店 3階和室 

表敬訪問 RI2770地区・第 5 グループ 

ガバナー補佐 福士 満 様 

 一番最初に訪問したいと願

っておりましたが､最後になっ

てしまいました。今年度第 5

グループのガバナー補佐を

仰せつかりました福士です。 

私のふるさとは岩手で、昨年はこちらの親睦

旅行に同行し､変わり果てたふるさとを見てきま

した。3.11以来、居てもたっても居られない思い

でしたが、健康上の理由などで行くことができず、

親睦旅行につれてって戴き感謝しております。

地区からはいろいろあるのですが、こちらのクラ

ブは言わなくてもわかっているクラブなので申し

ません‥宜しくお願いいたします。 
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SAA交替 

井上脩士 SAA 

準看護学校の校長をしてお

りまして､本日これから終講式の

挨拶があるため小畑副 SAA に

交替します。 

 

小畑副 SAAに交替 

 ヨンペケ会の皆様ようこそ

いらっしゃいました。宜しくお

願いいたします。 

ガバナー補佐の福士さん､

補佐幹事の堀口さん宜しく

お願いいたします。 

入会予定者紹介          寺西修身 様 

第 9のことで 5年ほど前から

お邪魔していました。今年も練

習がはじまっております‥メン

バーは 1/3 が全く経験のない

人､2/3がやったことのある人と

いう具合で､今からでも参加で

きますので､是非参加してください、11 月 25 日

の発表を目指してがんばっています。勤めは都

内ですが、住まいは桶川です‥宜しくお願いい

たします。 

ヨンペケ会について    津田健三 会員 

ヨンペケ会について報告し

ます。現在会員 18名､6 クラブ

の皆さんです。地域を越え､ク

ラブを超えてのロータリーの仲

間です。歴史的には今年で12

年経過しました。 

第 1 回はアルゼンチン・ブエイノスアイレス国

際大会参加で､そこからもう 13年も続いておりま

す。感動を共有し､行動を共にすることで､生涯

の友を得ました‥これからもこの会を大事にし

ていきたいと思っております。 

ご挨拶             吉田幸夫 様 

本日は寺澤さんの会長就

任の激励に来ました。いつ

のころか､仲間が会長になる

と皆で激励するようになりま

した。 

今日はメンバーの加藤さ

んと三國さんが公務のため欠席ですが、来年の

リスボン国際大会では全員参加できると思いま

す。 

古野忠之 様 

春日部西 RC の古野です。

津田さんからすでに報告が

ありましたが、かけがえのな

い友人を持ったと思います

‥寺澤さんおめでとうござい

ます。期待をしております。

今日参加して､ロータリアンで良かったと思いま

した。 

武重秀雄 様 

予定外ですみません、ヨン

ペケとは実は 4X（フォーエッ

クス）というビールの名前なん

です。これをヨンペケと読ん

で､会の名前になった訳です。

ヨンペケ会はこれ以上数を増

やさないという事になっていますが、皆さんどん

どん入ってください。 

花チャリティの説明    間室照雄 会員 

本日の花は、ディプラデニ

アという植物です。最初日本

に入ってきたのは､ボリビエン

シスという品種で、本日の品

種はサントリーが開発した新

品種です。暑さに強く、大輪

で良く花が咲きます､霜が降りるまで咲き続けま

す。これは皆さんよくご存じの夾竹桃の仲間で

す。大変丈夫ですので楽しんでみて下さい。ヨ

ンペケ会の皆さんには、津田さんよりお土産に
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差し上げる事になっております。本日は 1500円

です。 

寺澤会長からお礼のことば 

ヨンペケ会の皆様、本日はわたくしのために

ご来会戴きありがとうございました。 

 

出席報告        宮城 仁 出席委員長 

 

 

 

 

 

スマイル報告        山口光男 副 SAA 

前回までの合計 35,780 円
本 日 の 合 計 44,000 円
次回繰越金合計 79,780 円  

 

 

 

お客様スマイル 

福士 満様…本年度第5グループのガバナー補佐に任命さ

れました。宜しくお願いいたします。 

堀口好治様…本日は例会にお伺いさせて戴きました、1 年

間宜しくお願いいたします。 

斉藤一夫様…お久しぶりです。寺澤年度がすばらしい 1 年

になりますようにお祈りいたします。 

古野忠之･昭子様…ロータリー同志寺澤会長年度公式例会

訪問･出席出来て大変光栄に存じます。 

加藤和正･英子様…寺澤会長 1年間がんばってください。 

古谷光男様・・・寺澤会長年度の発足を祝い夫婦そろって

お祝いに来ました。 

菊池和彦様…鴻巣水曜 RC の皆様本日はお世話になりま

す。寺澤さん会長ご就任おめでとうございま

す。 

吉田幸雄･利子様…寺澤会長年度の船出おめでとうござい

ます。4ペケ会一同応援に参りました。 

武重秀雄・雪子様…寺澤さんこの一年がんばってください。 

個人スマイル  

馬場知行会員…早退します 

井上脩士会員…準看護師学校終講式のため早退します。 

スマイル 1  ガバナー補佐福士様 堀口様ようこそ 

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・井田喜代志会員・馬場知行会員・

山口光男会員・間室照雄会員・松本安永会員・加藤文男

会員・井上脩士会員・石井英男会員・仁見惠美子会員・

坂口正城会員・小林玲子会員・宮坂良介会員・田邊 聖

会員 

スマイル 2  ヨンペケ会の皆様ようこそ苛謝意ました。 

津田健三会員・小林忠司会員・小畑正勝会員・寺澤銀三

会員・山口光男会員・松本安永会員・長谷川信子会員・

小林 功会員・松村豪一会員 

 本日 修正 

 7月 25日 7月 19日 7月 11日 

 968回 967回 966回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 30 29 29 

出 席 数 22  17 

欠 席 数 8  12 

例会出席率 73.33% 100% 58.62% 

Ｍ Ｕ 数 3  3 

合計出席数 25 29 21 

出 席 率 83.33% 100% 72.41% 
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編集後記 

暑い毎日が続いています。どういうわけか汗は

顔から吹き出るように感じます。汗をかいた後の

ビールはとてもおいしい。 

それと体重が減るのがわかります。メタボを克服

して健康になりましょう。 

（汗の一滴は薬の一滴かも） 

今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月 1日

（水） 

第 969回 通常例会 

会員誕生・配偶者誕生・結婚月

祝い 

8月 8日

（水） 

第 970回 通常例会 

外来卓話 

8月 15日

（水） 
法定休会 

8月 22日

（水） 

第 971回 通常例会 

外来卓話 花チャリティ 

8月 29日

（水） 

第 972回 移動例会 

バーベキュー 

9月 5日

（水） 

第 973回 通常例会 

会員誕生・配偶者誕生・結婚月

祝い 外来卓話 

9月 12日

（水） 
振替休会 

9月 14～

16日

（水） 

第 974回 移動例会 

親睦旅行 

9月 19日

（水） 

第 975回 通常例会 

外来卓話 花チャリティ 

9月 26日

（水） 
振替休会 

9月 29日

（土） 

第 976回 移動例会 

第 11回こうのす花火大会 

クラブ会報委員会 

委員長  井上脩士 副委員長  間室照雄 

委員 山口光男 小林 功 小林玲子 田邊 聖 


