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 会長卓話  

 
松井 昭夫 会長 

 
皆さんこんにちは、女性の活躍と鉄鋼業の話をして

みたいと思います。  
製鉄会社の女性活用は遅れている。 
新日鉄住金大分製鉄所では約 1,500 人が働くが、

そのほとんどが男性、製造現場に配属する女性の高

卒採用は 2009 年から始めた。 
鉄鋼業の製造現場は以前 3K 職場と言われ、典型

的な『男の職場であった』。その昔、採用試験で米俵

を担いで走らせ、その順位で合否を決めたといいま

す。その男の職場にもここ 10年で、女性の進出という

変化が起きている。ロボットの導入などで現場の自動

化が進み、力に頼らない作業が増えたことや、検査
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工程などの職場では、女性の方が相応しいと改めて

評価されていることなどが背景にある。 
一方、操業、整備に従事する団塊世代の大量退職

で要員の確保と、現場の技能伝承も大きな課題だ。

そこで、昨年 4 月には操業、整備に従事する新入社

員1,420名のうち、女性を約2割弱採用した。製造現

場への女性の進出は、細かい所まで整理、整頓が行

き届く様になるなど、安全で健康な職場づくりに大い

に貢献している。そうした女性従業員に対応し、今春

大分製鉄所正門前に地域の方も受け入れる自社保

育所第 1 号を開設した。 
2016年は 71人の新卒を採用し、うち 20 人の女性

が入社し女性社員は 72 人にまで増えた。2009 年に

18 歳だった彼女たちは今、25 歳に成る。結婚をして、

出産し育児休暇をとる例も出て来た為、鉄ガールを

辞めさせない！ということで始めた事業です。 
日本の労働人口減少には、高齢者に加え、女性の

活躍が不可欠で、待機児童の解消は待ったなしの状

況にある。国や地方自治体もこれまでの取り組みを一

層加速させて頂きたい。 
時代遅れの参入規制を乗り越え、待機児童ゼロを

実現しつつある横浜市の取り組みも参考になろう、一

方で『保育の質が落ちる』などの理由で参入規制を

一向に緩めない自治体も有ると聞くが、待機児童を

抱える住民の切実な願いに対し、規制する納得のい

く説明をする義務が絶対に有るのではないか。 
「しろがね（銀）も  くがね（金）も  玉も何せむに  

優れる宝  子に（及）しかめやも」と山上億良（やまの

うえの おくら）も子供に勝る宝はないと言っている。こ

れからの日本を背負う子供たちだ、地域で応援し大

切に育てて行きたいということです。 
我々企業もこれからは、女性を如何に戦力として労

働人口減少と高齢化の波の中で、如何に活躍しても

らえるかが、企業の浮沈にかかわる問題にならなけれ

ばと思う一人です。 
 

 幹事報告  

 
須賀 篤史 幹事 

・越谷南 RC より 3-4 月の例会予定が届いておりま

す。 
・先週行われた理事役員会で承認された審議事項

を報告いたします。 
（1）4 月度プログラムの件 
（2）越谷少年柔道大会の件 
（3）姉妹・友好クラブの件 ⇒次年度持ち越し 
（4）R 財団寄付金報告の件 

 
 三分間ロータリー情報  

 
松﨑 義一 会員 

会員の皆様、こんには、本日の 3 分間ロータリー

情報は、平塚北ロータリークラブが、台湾の台南市に

ある鳥山頭（うさんとう）ダムを見学してきたお話をさせ
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ていただきます。 
このダムは今から約 90 年前、石川県金沢市出身

の八田与一氏の指導により建設されたもので、ダムの

完成により、この地方の食料難はなくなったそうで

す。 
また、八田氏は台湾全土の農業用の灌漑（かんが

い）工事に携わったことから、今でも多くの農業関係

の人々から深く敬愛されています。今でも台湾の小

学校の教科書に載っています。 
八田氏はダムを造ったから尊敬されているのでは

なく、建設の過程において台湾の人たちと日本人と

平等に接したからだそうです。 
八田氏の行動は、今年度の国際ロータリーテーマ

「人類に奉仕するロータリー」に通じていると思いま

す。 
2014 年。今は亡き、石川輝次氏年度に、八田与

一氏の足跡をたどる親睦旅行に同行させていただい

た事を思い出しました。 
以上、3分間ロータリー情報とさせていただきます。 

 
 委員会報告  
親睦委員会 

大濱 裕弘 副委員長 
・本日（3/8）松井年度入会の新入会委員の歓迎会を

ホテルサンオーク南越谷 『 美都炉 』で開催致しま

す。 
 

ロータリー財団委員会 
江口 公晴 委員長 

・皆様方のこれまでの財団寄付の累計額のご報告を

お願い致します。 
マイロ―タリーページより（年次寄付・ポリオプラス・ベ

ネファクター）累計額は把握できるようになっておりま

す。 
そのページをプリント頂き、FAX 又は次回、例会に持

参頂けますようお願い申し上げます。 

 
国際奉仕委員会 

江口 公晴 副委員長 
・3 月 16 日（木）～3 月 20 日（月）でバリ島に国際親

善旅行に行ってまいりますのでひとつ宜しくお願いし

ます。 
 

関森 初義 会員 
・4月1日（土）IMハイクです。東京の桜の名所を回り

ます。皆様のご参加宜しくお願いします。 
 

社会奉仕委員会 
深野 秀樹 副委員長 

・4 月 8 日（土）、9 日（日）越谷総合体育館にて柔道

大会が開催されます。第 1 回なので参加お願いしま

す。 
 

 卓 話  
イニシエーションスピーチ 

 
伊藤 純  会員 

みなさんこんにちは。この度 2 月 1 日より入会させ

ていただきました、伊藤 純と申します。 
本日は、例会の貴重な時間を頂戴して自己紹介を

させていただくということで、大変恐縮しております。

拙い話とはなりますが、どうぞ宜しくお願い致します。 
私は、1971 年、昭和 46 年 10 月 16 日生まれの、
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今年で 46 歳となります。干支はイノシシで血液型は

A型です。両親は健在で草加におり、また、姉が三人

おり、四人兄弟でございます。姉夫婦もそれぞれ両

親のそばに住んでおります。末子長男として育てられ

ましたので、さぞ甘やかされた環境だったことかと思

います。出身地は東京都北区田端で生を受け、その

後 4 歳の頃、春日部市一ノ割に引っ越して参りました。

7 歳の頃この越谷に移り住んで参りました。越谷の南

荻島でございます。私の家族は、子どもが 4 人おりま

す。男の子二人、女の子二人、妻は一人おります。妻

は中学からの同級生ですので同い年です。子どもは、

長男 25 歳、次男 24 才、長女 20 歳、次女 16 歳、高

校一年生です。学校は、越谷荻島小学校から西中学

校。西中学校では、大熊会員が大先輩にあたるとお

聞きしております。高校は越谷東高校に入学し、まっ

たく勉強をせず、その頃、高校時代は空前のバンド

ブームとなっており、『 イカスバンド天国 イカテン 』
と、お聞き覚えの方もいらっしゃるのではと思います。

私も流行りにのっかりバンドを組んでギターを引き、

学園祭やライブ活動などをしていました。高校を卒業

する頃になっても将来は音楽関係の仕事をするなど

と豪語しており、もちろん進学も出来ず、今でいうフリ

ーターなるバイト生活をして音楽をしていました。ちな

みに当時やっていた音楽のジャンルは、ハードロック

などです。 
そんな折、中学からお付き合いをしていた妻に赤

ちゃんが出来、私の両親に話をしたところ大反対をさ

れ もちろん姉たちにも反対をされ、半分カンドウされ

たような状況になり家を出ました。どうしようか悩んで

おりましたが一大決心をして結婚をすることにしました。

仕事もバイト程度で、住むところもない、お金もない状

況で、妻の両親は、子供が出来たことを大変喜んで

いただき、妻の実家にしばらく居候をして仕事を探し

ておりました。そんな時、義理の父が仏様のような社

長がやっておられる会社に頼んでみるから合ってみ

なさいということで、（株）トハン小河内梅幸さんとお会

いし、なんとか拾っていただきました。今思えばそこが

スタートで、社会人として、人間としての現在の自分

があると思っております。小河内さんに出会えたこと

に感謝すると共に、小河内さんと結びつけてくださっ

た義理の父に大変感謝をしております。私の両親も

子供が生まれた後は、私が真面目に勤めているのを

見て、ようやく結婚を認めてくれました。義理の父は、

ご存じの方も多いかと思いますが、志田憲一さんとお

っしゃって、越谷の大沢でスナックを経営されていま

した。ギターを弾き語るお店として当時はそこそこ越

谷市内では名前が知られていたと聞いております。そ

こにお客さんとして来ていた小河内さんと義理の父が

懇意にしていたことが大変大きなご縁だったことかと

思っております。大変残念ながら志田憲一さんは、私

が 24 歳のとき 47 歳の若さで亡くなられてしまいまし

たが、小河内梅幸さんが作られたトハンという素晴ら

しい会社に勤め、孫の顔を見せられたことが、ささや

かでしたがせめてもの親孝行になったかと思います。

義理の母は、つい最近まで越谷の大沢で居酒屋 木

の実を経営されており、ロータリーの皆様もご存じの

方もいらっしゃることかなあと思います。現在は、居酒

屋はやめて、仕出し弁当を細々と続けられておりま

す。 
さて、私が 30 才の頃、長男が小学三年生、次男が

二年生の時に越谷の地元のサッカー少年団に入団

いたしました。そんな中、指導者コーチが足らないと

のことで、お父さんコーチをやってみないかと誘われ、

大した経験もありませんでしたがお手伝いから始め、

コーチとして担当学年を受け持つことになりました。サ

ッカーのルールについては皆様もご存じかとは思い

ますが、オフサイドなどいろいろ細かいルールももち

ろんございますが、基本的にはキーパー以外は手を

つかわないこと、危険なプレーをしないことなどで、長

方形のピッチの中で相手ゴールに多く得点を入れた

方が勝つというものです。また、ボールの蹴り方、止

め方、ゴールの決め方は、自由にどんな形でも良いと
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いうものです。相手選手がゴールを入れさせまいと守

る中、相手の考えを上回り、裏をかく、あるいは逆を

つくなど、その場その場で一番良い判断をするという

事がサッカーの醍醐味ではないかと思っております。

そのチームの監督が非常に熱心で子供に対しての

指導も厳しかったのですが、コーチのコーチングに対

しても非常に厳しく熱心にご指導いただきました。そ

の監督から一番記憶に残っていることが「技術的なこ

とは、丁寧に工夫し教えて行けるが、試合で生きる良

い判断することは、常に教え過ぎず自分で考えさせる

こと。また、受け持つ学年が上手くならない、試合に

勝てないなど結果が出ない場合など、チームの結果・

責任は、全てコーチの教え方による」という考え方で

した。試合をする場合は、掛声や応援もいいけど、た

だ見ているだけでなく、必ずノートとペンを持って問

題点を書きとめる事、その問題を改善するための練

習メニューを考える事などでした。練習メニューも決

められた内容もありましたが、改善をするための練習

メニューを考えること等、毎週末の練習に向け頭を悩

ませておりました。そんなコーチ業も 8 年位続けてか

ら引退し、現在は、越谷市のシニアリーグ 40 歳以上

のカテゴリで、下手では有りますが自分が選手として

現役をかろうじて続けております。 
会社の方のお話をさせていただきますと、今現在

はお陰様でトハンも北ロータリーと同じ 41期目を迎え、

なんとか業績を維持することが出来ております。子供

達にサッカーを教えていた経験が現在私達の会社の

状況と似ている部分があり、若い社員、中堅、ベテラ

ンの方も含め、実際の業務の中において自分でベス

トなやり方をまず考えさせてから、それが間違ってい

る、あるいは、もっと良いやり方がある場合にアドバイ

スするなど行なおうとしています。ですが、実際のとこ

ろは毎日バタバタ忙しく仕事をこなしていると時間が

ない中、てっとり早く結論だけを言ってしまう。仕事の

やり方だけ教えて仕事の意味を教えきれないなど、ま

たは、経費的にかかることに対しては、先送りにしが

ちになるなど、なかなか理想と現実のギャップがある

のが現状です。中途半端な社員教育ですと、放任と

か無責任となる部分もあります。そうならないためにも

良く市場やお客様の状況を分析して、社員各々が何

事においてもベストな判断が出来るよう、日々の業務

においていかに落とし込み育成できるかを考え、邁

進しておる際中でございます。また、皆様に小河内が

お話しされたことがあるかと思います、（株）トハンには、

小河内が作られた三つの約束というものがございま

す。 
・大きな声を出そう 
・いい笑をしよう 
・人には親切にしよう 

というシンプルな約束がございます。社是社訓といっ

たおこがましい物ではなく、誰にでも出来るこの三つ

の約束を大事にしています。ですが私は入社して以

来、この三つの約束をもちろん聞いていましたが、当

たり前のこと過ぎてピンときませんでした。ところが入

社して 5 年 6 年と経つ内にこの約束の奥深さに気づ

き、いかに仕事、プライベートに役立つか理解出来る

ようになり、自分でも実践しながら会社の後輩などに

三つの約束の大事さを伝えるようになりました。小河

内が残してくださった（株）トハンを何とか発展、繁栄、

継続していくべく、ロータリーの素晴らしい経営者の

皆さまからご指導賜りながら社業に邁進して参りたい

と思います。結びになりますが小河内が常日頃、他に

色々な団体の役員をされていましたが 他はやめて

も素晴らしい仲間がいるロータリーだけは死ぬまで続

けるとお話しされていました。また、亡くなる間際まで

私にロータリーはいいぞとお話しをされていました。そ

んな北クラブをご推薦いただきました、幹事の須賀さ

んと、ご承認いただきました会員の皆様に深く感謝し、

大変微力ではございますがクラブ活動に尽力させて

いただくことをお誓い申し上げ自己紹介とさせていた

だきます。ご清聴ありがとうございました。 
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菅山 浩  会員 

只今ご紹介をたまわりました、菅山 浩です。 
この度は、歴史と伝統、格式ある越谷北ロータリー

クラブに入会させて頂きました。私のような者がと、当

初ご遠慮したのですが、熱心にお誘いを受けまして、

恥ずかしながら、又、恐縮しながらもここにおります。

今回、自己紹介をと言われました。私は、寿司を握る

のは得意ですが、こうしてご立派な皆様の前で話を

することなど考えた事もありません。今、子犬のように

ブルブル震えております。 
私は、昭和 47 年 4 月 28 日、松伏町に生まれまし

た。現在 44 歳です。家族は、妻一人と子ども 4 人で

す。ちなみに男の子 2 人女の子 2 人です。上手にで

きました。それと、犬のコテツ・猫のマリーです。私の

唯一の味方です。仕事は、「 三 笠 鮨 」という寿司

割烹を生業（なりわい）としています。この三笠鮨は、

父と母が昭和 54 年に開業して、私で二代目となりま

す。私の趣味と申しますか、好きな事は柔道です。柔

道を、始めたのは小学5年生からです。特に高校の3
年間が濃密な時間でした。高校は、埼玉にあります、

春日部共栄高校です。朝から晩まで、勉強もせずに

柔道に明け暮れていました。その柔道では、当時埼

玉で一番厳しい稽古で、忍耐を学びました。又、汗と

涙で生涯の友と巡りあいました。その一人が、越谷北

ロータリークラブに誘ってくれた、新沼君です。彼は、

柔道はとても弱かったのですが、根性はもの凄かった

です。今、こうして薬局を大きくする姿を見ると、とても

嬉しいですし、友人としても誇りに思います。私も新

沼君に負けずにがんばるぞと、勇気をいつももらって

います。 
私ごとで恐縮ですが、昨年の 9 月に母が 68 歳で

亡くなりました。その時、いつもお世話になっておりま

すお寺の住職…私は親しみと尊敬の心で先生とお呼

びしていますが、その先生が、この様なお言葉を教え

てくれました。 
緑尋機妙多逢聖因 
（えんじんきみょうたほうしょういん） 
良い縁が、更に良い縁を訪ねて発展していくさま

は、誠に妙なるものがある。これを、緑尋機妙（えんじ

んきみょう）と言う。また、良い人に交わっていると良い

結果に恵まれる。これを、多逢聖因（たほうしょういん）

と言う。人間は、できるだけ良い機会・良い場所・良い

書物に逢うことを考えなければならないと。この言葉

が、母を亡くし落ち込んでいる私の心に、すう～と入

ってきました。先代の父が 46 才で亡くなり、私は、小

学生 6 年 12 才でした。その後母が必死になり、泣き

言も言わず頑張ってきました。その母が、生前人との

出逢い、ご縁の大切さを、いつも、いつも私に話して

くれました。何だか、この言葉は、母からの言葉の様

に思いました。「一生懸命に働き努力すること、そうす

れば良い人に恵まれるよ、怠けていればロクでもない

人間しか会えないよ」と。私も本当にそう思います。

「そうだ！！いつまでも落ち込んでいる場合ではない」

と思いました。 
私は、先程職業を寿司屋と申しました。この事を少

しお話ししたいと思います。私は、高校卒業して銀座

8 丁目にあります、「すし銀」と言うお店に勤めました。

私が勤めた店の前には、有名店「銀座 九兵衛」があ

りました。銀座での最初の仕事は、大手タクシー会社

4 社の電話番号を暗記することでした。当時は、携帯

電話はあまり普及してなかったので、頭で覚えました。

お客様は、社用の方が多かったので、お帰りになら
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れる際タクシー乗り場までご案内するのが仕事でした。

これは、銀座 8 丁目の寿司屋の若衆は、みんなやっ

ていました。この仕事は、銀座 8 丁目独特だと思いま

した。仕事とは別ですが、銀座には女優さんよりきれ

いな方が沢山いた事を付け加えさせていただきます。

当時の私は、生意気で親方を良く困らせていたと思

います。今、築地で逢うと、「お前、田舎の寿司屋が

すごいな」とほめて頂けるようになりました。 
私は、家業を 24 才で継ぎました。商売の怖さを思

い知らされたのは、すぐでした。先代についていた常

連のお客様が、どなたもご来店されなくなりました。ま

たたくまに経営危機です。その先代のすごさを思い

知らされました。母が、自分の思う通りにやりなさい、

ぶれないで自分に嘘をつかないでやりなさいと、そこ

でダメなら店はやめなさいと。母は、一切私のやり方

に文句を言わずに、私を見ていてくれていました。母

にも感謝しかありません。今現在の三笠鮨は、お客様

にも恵まれまして、商売に励んでおります。基本的に、

毎日築地市場に出向いております。今現在の市場の

魚は、8 割養殖の魚です。あと 2 割の天然の魚の中

で良い物を探すと言う事は簡単な事ではありません。

何せ朝 2 時から働いている人間達ですから、変り者と

いいますか、個性的な方が多いです。通い始めた頃

は、ある仲買で、小肌を買おうと小肌を手にしたら、

仲買が「小肌は無いよ」と、平気な顔して言うんです。

小肌はあるのです、私が手にしているのですから。要

するに、“一見には売らないよ”って言う事なんですね。

次の日も、小肌を買いに行きました。相変わらず答え

は一緒です。次の日も次の日も。ある日見たことのな

い満面の笑みで、「小肌、最高級わけておいたよ」と、

言うんです。こんな出来事が、日常茶飯事でした。今

じゃ、1 日顔を出さないと、どうしたの？怒っている

の？と連絡が来るしだいです。結果、時間はかかるの

ですが、築地市場の仲買は人間は好い人です。当店

が、最近特に力を入れている品物が、うにです。ここ

半年間、築地市場セリ番号1番のうにを、三笠鮨が買

っています。築地市場の一日のうにの取引量は、1万

枚くらいあるそうです。うにもランクがありまして 1 番か

ら 400 番までランク付けされています。ちなみに、一

番安いうには一箱 800 円です。私が昨日購入したセ

リ番号 1 番のうには、いくらだと思いますか？答えは

80,000 円です。この一箱、皆さんがご存じの軍艦巻

にしたら何貫作れるかと思いますか？当店では 15 貫

です。原価 80,000 円÷15 貫ですから、1 貫 5,333
円になります。皆さん、こんな金額を寿司屋のカウン

ターで言われたら食べたいと思いますか？それこそ

当店では。コース料理は、5.000 円からです。でも、

召しあがって頂きたいのです。築地の No.1 を、田舎

の寿司屋で。銀座じゃないのです。赤坂じゃないの

です。松伏町で、築地一番のうにを一貫赤字覚悟で

召し上がって頂いています。寿司屋の粋です。昨日

は、築地一番のまぐろを買いました。紀州勝浦産

140kg の本鮪です。ちなみに、お正月の初荷を除い

て史上最高値でした。いくらだと思いますか？答えは

120,000円/kgでした。昨年の年末から今日現在まで、

サバ・あじ・イカが全く近海にいないのです。これらの

魚を餌にするまぐろは回遊魚ですから、史上最高値

になるのです。まぐろもうにも、信じられないかも知れ

ませんが、日本一のうに・日本一のまぐろが松伏町 
「 三笠鮨 」にあります。これが私の三笠鮨のこだわり

です。 
皆さん私の話に飽きていませんか？大丈夫です

か？特に 新沼君！！更にこだわりがあります。それ

は、海苔です。当店が使用している海苔は、有明一

番海苔と言われていまして、千枚に1枚の海苔です。

某コンビニのおにぎりの海苔は、無数の針で歯切れ

がいいように刺してあります。確かにおいしいです。こ

れは、説明のしようがないのですが、香り・歯切れ全く

別物です。これは、一度当店で召し上がって頂くしか

ないです。これは、くれぐれも営業ではありません。失

礼致しました。私が、まぐろ・うに・海苔・色々な品物に

こだわるのは、本当においしい物を知って頂きたいの
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です。今日からは玉子焼きも須賀さんのこだわりの玉

子を使用します。このまま魚の話をしてしまうと日が暮

れてしまいますので、本題に戻ります。 
今こうして越谷北ロータリークラブのお仲間に入れ

て頂き、良くして頂きまして、本当にありがたいです。

素晴らしいご縁に感謝しかありません、私が越谷北ロ

ータリークラブで何をするのか？何ができるのか？と

正直思いますが、ある先輩がまず休まず出席するこ

と！！と教え下さいました。出席することぐらいは、私

にでも出来そうです。休まず出席を心掛けたいと思い

ます。また、越谷北ロータリークラブに入会して思った

のですが、何か先輩方のように人の為にお役に立つ

ことをしてみたいと思いました。まだまだ未熟な私で

すが、越谷北ロータリークラブの名に恥じないようにし

て参りたい思いです。どうぞこれからも宜しくお願い申

し上げます。 
ご清聴ありがとうございました。 

 

      
 

・伊藤会員・菅山会員、イニシエーションスピーチ宜し

くお願いします。 
松井 昭夫 

・伊藤さん・菅山さん卓話楽しみにしてます。  
            須賀 篤史 

・本日早退 
堀野 眞孝・黒田 幸英 

 
・本日も宜しくお願い致します。              

髙 瑠美子 
・だいぶ暖かくなって参りました。 
イニシエーションスピーチ楽しみです。 

一柳 昌利 
 

・長島洋一さんお久しぶりです。 
  小林 政一 

 
 
 

 
・4 月 1 日（土）は IM ハイクです。東京の桜の名所を

日帰りで行きますので皆様のご参加を宜しくお願いし

ます参加申し込みは先週 FAX で送付済みです。 
              小林 操 

 
・菅山会員、お弁当おいしいです。 

  深野 秀樹 
 
・交換留学生コリンを3月末までお預かりしております。

本日テスト終了すると 3 月はほとんど学校には行かな

いようです。 
長島 洋一 

 
・本日のイニシエーションスピーチ楽しみにしておりま

す。 
  関森 初義・大熊 正行・松﨑 義一 

市川 洋和・鈴木 秀男 
 
 
 
 
 
 

 出席報告  
 

会員数             52 名 
出席免除者          14 名 
出席者             39 名 
欠席者             13 名 
出席率            82.9% 
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3 月 8 日 美都炉にて 
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