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会長卓話 

 
松井 昭夫 会長 

皆様こんにちは、先週の 13日に補助金セミナーで

国際奉仕委員長の、丸林委員長がグローバル補助

金事業の事例発表を行いまして、ご好評を頂いた事

を報告いたしておきます。 

さて、今日は宮﨑さんの故郷であります佐賀県出

身の福島喜三次さんついて、お話してみたいと思い

ます。福島さんは皆様ご存知の通り日本のロータリー

が、今あるのも福島さんが居られたからと言っても過

言ではありません。今日は宮﨑さんから頂いた冊子

の中から、奥様の福島朝子さんの昭和 38年 11月号

の『ロータリーの友』より夫、福島喜三次のことという対

談をご紹介したいと思います。 

【在学中はずっと首席だったご主人の、思い出話

をいろいろ聞きたいのですが？】 
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それでは生い立ちからお話をします。私と 12 歳違

うので私が明治 26 年ですから明治 14 年、1881 年

10 月 10 日に有田に生まれたわけです。生まれると

すぐ父が亡くなりまして、一時里子に出されましたが、

家の方が治まってから母の許に帰った。この方が非

常な賢母でございまして、その点で主人が非常に、

何というのでしょうか、少し堅いのですね。それは厳

格に育てられたらしいです。 

【それでは学校の方は？】 

小学校は有田でそれから長崎の商業学校に進み

ました。非常に優秀だった様です。その後、東京高等

商業（一橋大）に入りまして優秀だから学費を出して

やろうということで殆ど人様のお世話になって学校を

出たのでございます。 

ずっと一橋も首席で通して卒業いたしまして、卒業後

三井物産に入りました。 

【日本でただ一人のメンバー】 

「ダラスにはいつ頃おいでになったのですか？」

「明治 45 年と思います。」 

ダラスのロータリークラブに入ったのは、ダラスに 8 年

近くおりましたから、大正 4 年から 5 年頃だと思いま

す。ただ一人の日本人としてメンバーになりました。 

【例会には奥様も出席為さりましたか？】 

はい、大会の時に家族のパーティーがございまし

て、出たことがございます。普段は男ばかりで非常に

愉快なクラブだといつも申しておりました。肩を組んで

仲良く人種差別もなく、大変気持ちが良いらしゅうご

ざいました。 

【米山梅吉氏との出会い】 

ダラスにご在住の頃、米山さんは、ダラスにお出で

になった事がございました。大正 7 年 1 月に見えて、

主人がちょっとご懇意にしており、クラブの例会にゲ

ストとしてご招待したことがございます。そういうことか

らロータリークラブに親しみをお持ちになったのだと

思います。 

【日本でのロータリーの芽生え】   

日本に帰るということを聞いて、シカゴの方からクラ

ブを通して「日本にないなら持って帰ったらどうか」と

言ってきたようでございます。 

主人も「大変良いことだから」ということで承知して帰

ったのでございました。大正9年の1月に日本に帰っ

たのですから、東京で米山さんにクラブ創設をお願

いしたわけでしょう。 

【初めに東京のメンバーにおなりになったのですか。】 

初めはメンバーとして入った様でございました。け

どその後すぐ大阪三井支店に移りましたから、東京に

入っていてもごく僅かでございましょう。それで、大阪

時代に関東大震災がありましたが、支店で救援物資

を調達して出した船が、結局震災後の最初の船にな

って感謝されたことがございました。その後、上海に

行くことになりました。 

【首にかかった 3,000 両の賞金】 

主人は上海の市参事会のメンバーに日本代表とし

て出ておりました。各国の人が集まってその居留地の

ことをいろいろ相談したりする半分親善の意味なんで

しょう。そういうところに関係していた為に、上海事変

の時もだいぶ役にたったのでございます。 

随分中国の方に強いことを交渉出来ました。あんまり

働いたので一時は 3,000 両という賞金が首にかけら

れた程、中国人から恨まれたようです。本当に命がけ

で弾の中をあっちこっちして居留民の為に一生懸命

働きました。それが原因で会社から大目玉をもらいま

して、辞表を書きかけたのですが「我慢して」と言って

止めました。 

商売の会社ですから商売そっちのけで働いたりし

たら、やっぱりいけないのでしょうね。やはり、学究的

な方だったようです。まあ、学校の先生が一番向いて

いたのではないでしょうか。 

「自分は人生の道を誤った」ということをしょっちゅう

申しておりました。昭和 12 年に経済使節団で欧米へ、

急に私も行くことに成ってしまいました。私は子供を
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置いて行くのは非常に嫌でございましたけれども、途

中で主人が病気になりました。 

パーティーの間に会議があり、それで随員の方なん

か、事務は殆ど徹夜でタイプです。その無理がたたり

とうとう病に倒れました。ドイツに参りました時にどうも

健康状態が悪いので日本から来ていらしたお医者様

に診てもらい、はじめ胃がんだと言われたのです。で

もそれは誤診のようでした。帰って慶応病院の平井先

生に診て頂きましたら、結核だと言う事が分かって、し

ばらく療養に入ったわけです。それが昭和 12 年 10
月でした。 

その後 14 年 9 月に再発して、7 年間の 2 度目の

療養に入りました。会社の方も退くつもりで社長に申

し上げたのですが、「心配しないで療養しろ」とおっし

ゃって頂きましたが、とても全快の見込みがないと思

ったものですから、15 年 10 月に退社いたしました。

それから昭和 21 年 9 月 25 日 65 歳で、亡くなる迄、

逗子の久留和におりました。 

【郷里の土地を寄】 

余計な話ですけれども、国の方には随分尽くして

おりました。戦死した方には遺族の方にはお見舞い

をしたり、代々の地所が大分ございましたが、これを

手放す時に一部を神社に家屋敷を町に寄付したの

です。人間が真面目一方だったので人様のためには

随分尽くしていたようでございます。 

私なんかどうも不徳の致すところでそんな無駄遣いを

お辞めなさいと言ったものです。 

【楽しかったロータリーの集い】 

大きな船を借り切って瀬戸内海をズーッと、下関迄

行き帰りに高松を廻って小豆島へも行きました。若い

人は大喜びで、非常に愉快でした。 

東京はいかがでしたか？ 

東京はどうもネー、何か余りお偉い方が多いもので私

たちは小さくなっておりました。大会なんかも出ました

けどもネー、大阪では随分合唱なんかも致しましたよ。

その時は米山さんもいらっしゃいました。 

【ゴルフと碁】 

ゴルフは上手で独身時代はハンディー8 だったそ

うですが、結婚したら途端に腕がおちたんですって、

でも10近くでしたから相当なものでしょう。他にテニス

も大阪時代、上海時代、かなりやっております。その

ほか大阪の時分にはよく子供たちと六甲山に登って

おりました。登山と言えば昭和 11 年夏、上高地行き

ましたが家族そろっての旅は 1 回だけなので印象に

残っております。 

碁は、好きで殆どなくなるまで楽しんでおりました。瀬

越先生に随分長い間指導して頂いておりましたが、

あまり上手ではなかったようでございます。 

以上で奥様の、対談記事を終わりにしますが、私たち

も、ロータリーの活動の中に福島イズムを感じながら、

活動をして行くのも大事ではないかと、感じている一

人です。 

 

 

 

RLI 終了証 

 
関 雄二郎 会員   今井 英治 会員  

新沼 徹 会員 
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幹事報告 

 
須賀 篤史 幹事 

・地区よりローターアクト「植樹活動」のご案内が届い

ております。 

・地区より 15-16 年度年次報告書が届いております。 

・地区大会のパンフレットを BOX に入れましたのでご

確認下さい。 

・先週の第 4 回理事役員会にて承認された審議事項

を報告いたします。 

 

（1）11 月度プログラムの件 
（2）親睦旅行の件      

1 人 28,000 円会費 
（3）地区補助金活用事業の件             

案内を出し募集 クラブより会費 3 万円 
   委員会予備費 5 万円 

委員より協賛金を募る 

（4）RI 会長代理エイド補佐の件   

引き受け不可能 
（5）安養冠岳 RC30 周年記念式典の件  

4/19（水）移動例会 

・先日、姉妹クラブ安養冠岳 RC へ表敬訪問の際に、

李 太根会長より韓国のりを頂きました。 

先週持って行ってない会員は 1 人 1 個お持ち帰りく

ださい。 

 

 

ロータリアンの行動規範 

 
江口 公晴 会員 

 
雑誌記事紹介

 
吉澤 晴雄 会員 

ロータリーの友 10 月号に紹介された「写真で振り

返る日本のオリンピックとロータリー」を紹介いたしま

す。1964 年東京オリンピック、1972 年札幌オリンピッ

ク、1998 年長野オリンピックでは、日本各地のロータ

リークラブが大会運営に携わっていることが分かりま

す。越谷ロータリークラブも、「オリンピックを機会に町

をきれいにしよう」と越谷市内 10 か所にくずかごを寄

贈した記事が掲載されています。来る 4 年後の東京

オリンピックでは、また日本のロータリークラブがいろ

いろな分野で、オリンピックに係わっていくことと思い

ます。我々もこの機会にオリンピックに関心を持ち、

出来ることがあれば、オリンピック運営に係わっていけ

ればと思います。 
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 司 会  

 
酒井 新樹 会員 

 
委員会報告 

 
社会奉仕委員会 

大濱 裕広 委員長 
皆様こんにちは、社会奉仕委員会より、2 点お願と

報告が有ります。 
1． 23日の日曜日は第 42回越谷市民まつりです。

社会奉仕委員会は朝 7時集合で、会員は 8時と成っ

ておりますので、ご協力お願い致します。 
2. 地区補助金事業についてですが、今回気仙沼

に視察に行きます。須賀幹事から報告が有った通り、

1 人当たりの負担が高額と成っており、会員の皆様の

ご協力、ご寄付を頂けたらと思いますので、宜しくお

願い致します。 

 
黒田 幸英 会計 
親睦活動委員会 

第 1 四半期（7 月から 9 月）の試算が出来まし

たので、ホワイトボードに掲示いたしました。ご

覧頂きますようお知らせ致します。 
親睦委員会（クリスマス例会担当） 

ファックスにて既に親睦委員の皆様には委員会の

開催をご連絡済みでが、今日の例会終了後、親睦

委員会を開催致しますので、出席下さるよう再度

お願い致します。 
 
 

 
ロータリー財団委員会 
江口 公晴 委員長 

ロータリー財団奨学生募集の案内が届いています。 
例会場にポスターを掲示しておりますので詳細はそちら

でご確認下さい。また、チラシがありますので要望がある

方は私までお申し出下さい。 
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青少年奉仕委員会 
関 雄二郎 委員長 

『真下莉奈さん・9 月レポート』 
 皆様こんにちは。フランスに派遣させていただいて

いる真下莉奈です。そしてお世話になっております。

10 分がどれほどの長さなのかわかりませんので今回

は長く書かせていただきます。そして今きれいな日本

語は話すことができないので失礼な部分もあることと

思いますが、ご了承ください。 

 8 月 23 日は日本を初めて出発して不安だらけでち

ょっとしたトラブルもありましたが、夜中なのに家族に

電話をかけてしまいましたが、家族はしっかり対応し

てくれて無事に到着することができました。フランスに

着くとロータリーの人や、ブラジルから来たモニカ、オ

ーストラリアから来たジュマイカ、そしてホストファミリー

が迎えてくれました。外国での初めての食べ物がハ

ムアンドチーズのサンドウィッチと紅茶でした。 

次の日から学校が始まるまでは、韓国から来たイーソ

ル、ジュマイカ、ホストマザーと一緒に湖に泳ぎにい

ったり、登山しにいったり、シャモニへUTMBのスター

トを見に行ったりと忙しい毎日でした。 

 始めに学校についてです。学校は、モニカ、イーソ

ルそしてメキシコから来たマックスと同じで、イーソルと

は同じクラスになりました。私のクラスでは、日本語を

勉強していてとても興味を持っているマチルダと同じ

く、韓国語を勉強しているオルファがいてとても恵ま

れている環境にいます。マチルダは、毎日毎日一緒

にいてくれて、私に新しいことをたくさん教えてくれま

す。そしていつから始まったのかは覚えていませんが、

授業で出たフランス語を紙に書き、英語とつなげて教

えてくれます。わたしはその代わりにそれを日本語に

変換して教えています。今では、マチルダが配られた

プリントに線を引きそれを私が仏日辞典で調べて理

解していくという方法で頑張っています。まだ英語も

全然話せなかったころにマチルダが早退してしまうと

いう事態が起きた時、周りの方々が声をかけてくれて

次の授業の場所へ案内してくれたり、隣の席に座ら

せてくれたりと、すごく温かい人ばかりで涙がでそうで

す。マチルダがドイツ語を勉強している間、私はスペ

イン語の授業があるのですが、そこでも助けてくれる

人がいて、今では一人で一定の教室ならいけるように

なりました。これもたくさんの支えてくれる友達がいて

のことだと思います。授業中は、フランス語を聞きなが

ら、単語をひたすら書いています。そのおかげで今簡

単な単語なら言えるようになりました。今はただ今度

の水曜日にある英語の活用動詞を覚えるのに必死で

す。100 個は余裕であるのですが、日本ではならって

いない動詞と、すべて知らないフランス語をつなげて

覚えなければいけないのでまだ全然覚えていません。 

 次に、ロータリークラブについてです。私は 1780 地

区に所属しています。ホストクラブはシャモニモンブラ

ンでその名の通りシャモニを中心とした町々の人で構

成されています。初めて留学生と会ったのは、

UTMBの最後の日のお手伝いでした。私は話しかけ

にくいと思い、韓国の子と話していました。けれど、留

学生とは会う機会が多くだんだんと話しかけられるよう

になりました。ついこの間の 24 日 25 日にアヌシー

1780 地区の合宿がありました。シャモニモンブランで

は、リシャが「シャモニ」といったら「モンブラン」と言わ

なければいけないルールがあり、急に始まる掛け声

にびっくりすることが多いですが、これがあるから団結

力というものがあるのだと感じました。その合宿のとき
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に 1780 地区に留学生としてきているもう一人の日本

人の男の子とも話しました。合宿では二人一組の部

屋が用意されており、わたしは、ドイツの子と組みまし

た。度々ある自由時間の間にタイの子と仲良くなりま

した。ご飯のあとにダンスパーティーがあり、夜にも関

わらず大騒ぎで楽しかったのですが、日本人にはま

だ慣れない状況だったのでリタイアしてしまいました。

そのあと、日本人の男の子と歩いて話していると、アメ

リカの子の周りに人が集まっていたのでイーソルに内

容を聞くと、そのアメリカの子は部屋にカメラがあって

ホストファミリーを交換してほしいのに答えてくれない

とのことで少し恐怖を感じました。このことをホストファ

ミリーに伝えたら動いてくれたので何か進展があるこ

とを祈ります。次の日は、バスで山をのぼり少し下りた

ところでお昼ご飯を食べるという流れでした。その次

に湖へ向かいました。そこではボートに乗って湖を回

りました。ボートに乗る前にかなりの時間があり、私は

日本人の男の子と、イーソルと、タイの子と、台湾の男

女二人と一緒にいました。いわゆるアジア人の集まり

で、とても考え方が似ていると思いました。ほかの留

学生はというと同じようにブラジルはブラジルで、アメ

リカはアメリカでといったようにわかれていました。この

先このレポートが違う留学生の話ができるようこれから

どんどん友達を増やしてきます。 

 次にホストファミリーについてです。家族構成はホス

トマザー、ホストファザー、ホストシスターが二人で、も

う一人は今このプログラムにて台湾へ留学中です。ホ

ストファミリーはとても優しく私が英語を聞き取れない

最初の頃、何回も同じことを繰り返し伝えてくれました。

今も夜に疲れている中フランス語の発音練習に付き

合ってくれます。ホストシスターのキャミーはパリで勉

強していて、最近パリへ戻ってしまいました。もう一人

のホストシスターであるエヴァはブラジルに派遣され

ていたこともありとてもフレンドリーで、たまにしかここ

の家にいないので家に帰ると一人になることが多いで

すが、猫がいるのでさみしくはありません。食事もお

いしいのですが、日本とはちがったおいしさなので日

本の味が恋しくなることが最近多くなっています。 

 最後に、遅いですが私の感じたフランスについてで

す。フランスといえばフランスパンや、チーズ、ワインと

いう感じだと思われる方が多いと思います。その通り

なのです。一日三食パンはついてきますし、チーズと

ワインはセットで飲んでいる人はよくいますし、甘いも

のは本当においしくて太りそうです。体重は測ってな

いのでわかりません。今私の住んでいるサランシュは

シャモニへは車で 30分ほどですが、はっきり言ってし

まえば田舎です。360 度どこを見ても山がありその中

で一番目立つのがモンブランです。モンブランだけ

頂点が雪で覆われています。サランシュは電車が一

時間に一本で運行がキャンセルなんてことは普通に

あるので大変です。ですが、私が一番気に入ってい

るところは夜見える星です。日本では絶対に見られな

いほど多く、残念ながら裸眼では 30 個ほどしか見ら

れないのですが、目が悪い私でも裸眼でこんなに多

くみられるならば目がよければもっと多く見られること

でしょう。朝はひんやり冷たい風が来て昼間は暖かく、

夕方は夕焼けに照らされた山々がとてもきれいで夜

は満点の星があり、一日中さまざまな見方ができる場

所で本当に私はここでよかったなと思っています。皆

様もお暇があればいらしてください。きっと気に入る

部分が見つかります。治安も悪くありません。ここの地

域はほかの国が近いため、イタリア料理だったり、スイ

スでの買い物だったりたくさんの顔を持っています。 

私は、本当にここにきてよかったと思っています。け

れどたまにふと思うのが、やっぱり外国だなと。それは、

言語でもあり生活の仕方の違いです。言語は日本で

は英語は習っていますが、ほかの言語はほとんどの

人は習っていません。それにアジアは独特の言語で

あって、英語、スペイン語、ポルトガル語などラテン語

を土台とした言語を使っている人とは覚えられるスピ

ードが違うとよく言われます。考えてみれば日本人は

平仮名、カタカナを覚えるとともに、漢字という一番や
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やこしいものを覚え、また英語も覚えなければいけま

せん。けれど私はラテン語が土台にあってもなくても

言葉は言葉なのであまりほかのひとと差を作りたくあり

ませんので今頑張っていますが、やっぱり差はできて

しまいました。私は、理解するのは同時に話すことへ

繋げています。難しいことですが、自分にあった考え

方が今はこれしかないので応援していただければ幸

いです。 

 

      一年間よろしくお願いします。 

   そして、コリンのこともよろしくお願いします。 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
イニシエーションスピーチ

 
近藤 慎悟 会員  

皆様、こんにちは。本日は新入会員の卓話という

事で私のことをお話しさせていただきます。最初にこ

の卓話を聞いた時は驚きました。30 分も何を話せば

いいのかと。先輩方から聞いた話では、新入会員が

複数名いたら、時間が分けられるそうですね。その為

に新入会員を探してくるのとどっちが簡単だろう？と

考えていました。新入会員がいませんので、わたしは

30 分話さなくてはいけませんね。原稿作成中、毎回

卓話をされている松井会長の凄さがわかりました。話

のネタがどこから生まれているのか気になるところで

はあります。今度ぜひ教えてください。これからもきっ

とこういう機会は出てくると思います。私はスピーチに

不慣れですので、今回の場を良い機会として捉えて

います。生い立ちにしても、心躍るような楽しいエピソ

ードは経験していないので退屈かもしれません。ご容

赦ください。 

舌が短く活舌が悪いところがあり、聞き取りにくいこ

とや未熟な発言をする場合があると思いますが、どう

か暖かく見守ってください。私は、人生の殆どでせん

げん台にいますが、小学校に入るまでは東京都江東

区にいました。記憶にあるのは幼稚園がミッション系

だったような気がする事と習い事を複数やっていたこ

と、しょっちゅう病院に行っていたことです。当時はま

ったく不思議に思わなかったのですが、後になって
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思えば食事前にお祈りをしたり、どこかの教会に泊ま

りに行ったりした記憶があります。鼓笛隊なんかもあっ

て、私の記憶では旗を振っていました。 

色々思い出しているうちに気が付いたのですが、

幼稚園の友人関係でもやっぱり力の序列みたいなの

がありましたね。ボスみたいな子は大体力の強い子だ

ったりカリスマ性がある子だったりしていました。2 位

や 3 位は、ボスと仲がいいかどうかだった記憶があり

ます。私は 3 位ポジションだったのですが、一ボスと

喧嘩したことがありました。2 つ下の弟がボスに泣かさ

れたときでした。こうやって記憶に残っているという事

は、当時相当な感情の動きがあったのではないかと

思います。習い事のほうがまだ記憶があります。親に

聞いたところ、幼稚園の頃は 3 つ程やっていたそうで

すが、2 つしか覚えていません。通っていたのは、<水

泳>、<英会話>、<アトリエ教室>みたいです。<英会話

>に関しては一番記憶にあります。そこの教室は外国

の方が先生でネイティブな発音で英語に触れさせて

もらいました。単語で話すのが精いっぱいでした。ど

こかで聞いた話なのですが、あまりに幼いころに複数

言語を学ぶとうまく発音が出来なくなるみたいです

ね?よく噛むのはそれの弊害か！？と、ちょっと責任

転嫁しちゃったりするときもあります。多分そんなこと

ないですよね。次に覚えているのは<アトリエ教室>で

す。キャンバスに絵具で絵を描いていた記憶がありま

す。美大に行っていた友人に聞いた話ですが、絵具

は基本的に混ぜて使って自分の出したい色を作って

から使うそうです。その為、同じ色を再現するのが困

難なことから最初に大量に絵具を作っておくそうです

ね。絵具も 1 本が結構高いので、金欠になるそうです。

<水泳>に関しては・・・記憶にございません。<病院>

に通っていた話です。小さな子供。特に男の子はよく

風邪を引きますよね。私も同様に、しょっちゅう病院に

連れて行かれたようです。1 歳の頃に目の手術もした

らしいのですが、麻酔は危険だからそのままでやった

みたいです。今だとゾッとします。当時の記憶がない

ことが救いですね。TV 番組で知った情報では、人間

は 3歳を超えるとそれまでの記憶を無くすみたいです。

それまでに体験した事はどこに行ってしまうのでしょう

か。走馬灯を見るときに見えたりするのでしょうか。さ

て、幼稚園時代が終わりせんげん台に引っ越してき

ました。当時はとても土地が人気で、抽選で購入する

権利が当たったから引っ越したそうです。ただ結果的

に、都内に比べて空気も良くなりあまり風邪もひかな

くなりました。今でもそうですが、都内にずっといると

体調を崩しそうな気がします。何故でしょうか。そして、

せんげん台小学校に入学しました。小学生デビュー

なわけですから、友達が一人もいませんでした。小学

生に限らず、中学、高校を通してなんですけど、一番

友達になりやすいのって席が近い人だったりします。 

大抵最初は名前の順で席が決まります。私はコンドウ

ですから、佐藤君や斎藤君は常に最初の友達でした。

友人の斎藤君の一人に斎藤一君がいて、コンドウ、

斎藤で新選組状態になった事もあります。その時は

あだ名が局長になったりしました。 

小学生の頃には水泳、学習塾、英会話を習ってい

ました。今度はしっかり覚えています。<水泳>に関し

ては 6 年間続き、小学校の大会にも何度か出場しま

した。4 人で行うメドレーリレーに参加し、私は 4 人の

中では一番タイムが遅かったですが毎年大会新記録

をだして表彰されました。フェイスを見ると、当時の仲

間の一人はまだ水泳をがんばっているみたいで嬉し

いです。記憶にはないですが、幼稚園の頃の経験が

生きているのでしょうか？ところで皆さん。西口にイオ

ンがありますが、イオンの前の前は何だったか覚えて

いますか？ちなみに、その大会に出ていた 4 人は皆、

そこのプールに通っていました。 

覚えていますか？サティはイオンの前です。実は

サティの前はニチイでした。今はもうないですが、イオ

ンの前にあったマルヤも昔はエースでした。せんげん

台西口にいた先輩方は覚えていたでしょうか。さて、

話を戻しまして水泳とは逆に<英会話>は振るいませ
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んでした。英語で S を発音する時は歯の間に舌をは

さんだりするのですが、変にその癖がついて日本語

のサ行をいうときもS の発音をしたり色々混ざってしま

って混乱を引き起こしていました。目的意識もなく通

っていたので、あまり成果もなかったのが残念でした。

<学習塾>に関しては、理系に特化した塾だったので、

通っているうちに理系タイプになっていきました。これ

が良かったのか悪かったのかはわかりません。順調

に千間台中学校に入学しました。当時「スラムダンク」

というアニメが流行っていて、部活はバスケ部が大人

気でした。今はわかりませんが、当時はバスケがすご

く強い学校でした。私も友人たちと一緒にバスケがし

たかったので、バスケ部に入りました。そしたらもう、

小学校とは色々違いました。先輩方に、上下関係の

厳しさを叩き込まれました。あとはやはりバスケはコー

トに上がれるのが 5 人ですから、競争が激しかったで

す。THE 体育会系でした。中学の時が一番運動しま

した。体重も一番重かったです。 

小学校、中学校は地元にいて、今でも交友関係が

続く友人を作れました。折角近くにいる友人ですから、

大事にしていこうと思います。高校は<越谷西高校>

に進学しました。甲子園に一度出たことがある学校で

す。埼玉県は強豪が多くて、レベルが高く、甲子園に

出場したら 1 回戦目はほぼ勝てると、当時の野球部

員が言っていたのが印象に残っています。部活は弟

が中学校で剣道を始めた影響で、<剣道部>に入りま

した。剣の握り方から、振り方まで特徴があり驚きまし

た。左手で振り、右手で調整する感じです。実際やっ

てみると結構難しかったです。防具などの装備がもっ

と簡単にできたら、気軽にできるのにと思いました。高

校から始めると、どう頑張っても高校のうちに段位は

取れないみたいです。剣道の大会場に行って驚いた

事がありました。剣道をやっている人達だから、みん

な行儀よく規律を守るという感じだと思っていました。

それが実際には、女子部員の鞄が会場で盗まれたり、

ガラが悪いのが多かったりと結構逆な感じでした。中

高一貫のイベントがあって、弟と打ち合えたのはちょ

っとうれしかったです。その時に居合道のデモンスト

レーションがあったのですが、これがまた面白かった

です。正々堂々と戦うのかと思ったら、基本的には

「相手が油断している最中に斬る」感じなのですね。

相手が礼をしている最中に斬りかかる！！とか叫ば

れたときはリアクション取らずにはいられなかったです。

剣で打ち合わない居合道と、剣で打ち合う剣道では

本質が違うのでしょうか。ちなみに高校の頃には、もう

勉強もあまりしていませんでした。ただし、理系特化

にしたプライドから数学と物理だけ頑張っていました。

現実で使う機会はありません。高校 3 年になると、世

の中ではインターネットが普及してきていました。

<windows95>が広まり PC が各家庭に 1 台あるかど

うかというような頃だったと思います。まだ回線は電話

回線や ISDN だった気がします。今ではネットし放題

で定額制ですが、当時は時間ごとに料金発生してい

たので恐ろしいですね。高校の友人に誘われて、チ

ャットを始めたりネットゲームをやりだしたりもしました。

これがまた凄くて感動しました。自分が全くかかわりそ

うにない人たちともコミュニケーション取れました。北

は北海道、南は沖縄…に留まらず、海外の方もちら

ほらいて会話しました。受験生だったので流石に制

限はしていましたが、このネットの世界に夢中になっ

ていました。同時に、可能性を感じていました。受験

でセンター試験を受けて志望校合格ラインに行って

いたのですが、結局大学には行かず、IT・WEB 関

係の専門学校に進むことにしました。もうネットの世界

が楽しくて、この新しい世界でやっていくにはどうす

ればいいか等考えたりもしました。当時ネットゲームが

物凄く人気で、沢山の人達の人生をダメにしました。

学校に行かずにゲーム。仕事に行かずにゲーム。実

際にそういう方々がいました。ネットゲームは韓国企

業が主流で、ニュースになったこともありますが、ゲー

ムに夢中になるあまり亡くなるケースも出てきて、国が

規制をかけたこともありました。私はゲーム内でのお
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金稼ぎに夢中でした。プレイヤーがそれぞれ販売し

たいものをお店に並べたりするのですが、値段のつ

け方も自由ですから相場から大きく外れた物を販売

する方もたくさんいます。割安な物を仕入れて売ると

いう、所謂転売を始め、稼いでいました。「市場の管

理人」という言葉に、なるほど。と、納得しました。経済

学でも「一物一価の法則」というのがありますね。お店

の出す場所や、名前の付け方で売れ行きが思い切り

変わったりするのにも興味を持ちました。この時に、

市場が見えたらこんなに戦えるのだとわかりました。

皆、冒険に行って楽しんでいるのに、私は気が付い

たら市場が戦場でした。私はやりませんでしたが、そ

ういったゲーム内通貨を現実のお金と交換するリア

ル・マネー・トレードというのが非公認でありました。聞

いた話ですが、友人の知り合いがひと夏ネットゲーム

をプレイして、そのプレイしたアカウント(データ)を販

売したら 100 万円で売れたそうです。個人で 1 か月

少々で、100 万円は凄いと思いました。今でも人気ア

プリなんかではこの類の話はあるみたいです。私が興

味を持ったのは、ゲームの運営会社の稼ぎ方です。

彼らがどうやってプレイヤーから集金していたか。プ

レイヤー側として見ていました。当時ネットゲーム運営

会社で大手だった会社は、アプリに進出したりもして

います。例えば「パズドラ」なんかはそうですね。アプ

リでもそうですが、一つのデータを手に入れたいがた

めに何万、何十万って使う人がいます。セキュリティ

やデータ保守という意味では大変だと思いますが、

現実世界で在庫を抱えず販売できるってすごく魅力

に思います。レアものを 1%以下の確立で排出するガ

チャという売り方です。プレイヤーが何故、そういった

物に対して、お金を出しても欲しがるのか。私はコミュ

ニケーションの中にあると思いました。希少なものや

価値の高い物を持てば、周りに自慢することもできる

し、力があれば頼られる。その世界の中限定ですが、

<マズローの欲求段階説>の高次元である<4 段階目

欲求>が満たせてしまうからじゃないでしょうか。マズロ

ーの欲求段階説は有名で皆さんご存知だとは思いま

す。<1 段階目>に生存にかかわる欲求、<2 段階目>

が安全の欲求、<3 段階目>が集団に所属、愛情や友

情、<4 段階目>が他人から尊敬されたい欲求<5 段階

目>が、自己実現の欲求です。<5 段階目以外>は他

人からしか与えられない物です。つまり<4 段階目>は

他人から与えられる最上級の欲求を満たせるというわ

けですね。話を戻しまして、専門学校に通っていた時

期には、のちにバンド活動を行うメンバーと出会った

り、地元せんげん台で友人たちとバンド活動も行った

りしました。バンドをやる人には不人気楽器の KB を

担当していたので、複数のバンドから声を掛けられ引

っ張りだこでした。不人気だけど必要って、とてもおい

しいですよね。おかげさまで色々なジャンルを手掛け

る事ができました。専門学校の方では X-JAPAN や

聖飢魔Ⅱを中心にやっていました。地元せんげん台

では、せんげん台祭りのプログラムの中でバンドを行

った経験も数度あります。お祭りですから、ホワイトベ

リーの夏祭りは外しませんでした。あとは、ラルクや

GLAY をやった記憶があります。 

そして就職活動が目前になる、二十歳の頃。忘れ

もしません。突然激しい腰痛に襲われて、椅子に座る

ことができなくなりました。痛いというよりは、全身がし

びれてくるという感じでした。腰痛って原因不明が多

いらしいです。病院へ行きましたが、よくわからなかっ

たみたいです。椎間板ヘルニアか坐骨神経痛だった

と思います。あれは本当きつかったです。1 分間座る

こともできなくなり、授業中も膝立ち。片道 2 時間半の

電車通学でもずっと座れず。通院しながら頑張って

いましたが、結局学生のうちには治りませんでした。

自動車教習所も行っていたので、残念ながらこの時

の免許取得は断念しました。デスクワークも不可能な

ので、大幅な進路変更を余儀なくされました。そこで

立ち仕事であるパン屋さんに就職しました。今はない

ですが、新越谷駅にあった<ヴィドフランス>の店舗で

パンを作っていました。立ち仕事を中心に行い、立つ
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か寝るかの生活を数年続け、徐々にしびれがなくな

ってきました。30 分座れるようになり、1 時間座れるよ

うになり、映画をなんとか見られるようになり…完治す

るまでに 5、6 年の年月がかかりました。 

パン屋を行いながら、専門学校の友人と本格的に

V 系バンドを行っていました。拠点が遠くて大変だっ

たのですが、一時期事務所に所属したりもしました。 

バンドのリーダーからもらった言葉で今でも心に残っ

ているのがあります。「ステージに立ったら中途半端

が一番恰好悪い」という言葉です。解散はしましたが、

今でもできる限り心がけています。その後は地元の仲

間に声をかけられ、地元でバンド活動を行いました。 

その時に、先ほどの言葉が活かされ高評価を得ること

が出来ました。バンド活動をやっていると、付き合い

で他のバンドを見に行くことがたくさんあります。知っ

ている曲、好きな曲のバンドは楽しいのですが、全く

知らないオリジナルの曲のバンドの時は正直苦痛で

した。私は地元のバンドでは演出や構成も担当しまし

たが、そんな経験があったからこそ、観客目線で考え

られパフォーマンスで楽しませる事が出来たと思って

います。ライブハウスからイベントのオファーを貰えた

りもしました。長い月日が流れましたが、腰痛も収まり

自分はこのままパン屋でいいのか？と考えるようにな

りました。その時にハローワークに行き、転職活動を

行おうとしました。色々探していくうちに、やはり学習

経験のあるWEB関係じゃないと難しいと感じました。

私たちの世代は就職氷河期でも一番ひどい時期で、

正社員率が 40%だそうです。周りにも派遣や契約、

アルバイトの知り合いが多数いました。WEB 業界も

変化が激しい業界なので、勉強をし直す必要性があ

りました。そこで、WEB 関係のセミナーにどんどん参

加し、EC サイトに興味を持つようになりました。 

いわゆるネットショップですが、業界が急成長もしてい

て、うまく使えれば成功するのでは？と考えました。 

転職も難しかったので、そのセミナーで今の会社の

従業員に出会い、意気投合して起業しました。今で

はアパレル業ですが、当時は蓄電池の販売をしようと

していました。大震災の直後なのもあって、エネルギ

ー関係がとても注目された時期です。某電力会社が

主体で、高効率の蓄電池を売る権利など色々ありま

したがいくら経っても開発が終わらず。工場の場所に

行っても何もなかったりしてとても焦りました。しばらく

して、TV で某電力会社が取り上げられて詐欺という

報道がされたのですが出だし苦い思いをしました。 

このままではどうにもならないので、業種転換を考え

ました。セミナーで出会った方は元々アパレル業界の

方だったので、その方のコネやノウハウを中心に事業

展開することにしました。幸いにも専門学校の時の友

人が大手メーカーでデザインを行っていたので、うま

く繋いで貰えて比較的順調に事業展開を行えました。

私はここからネットショップに展開し、利益を上げてい

こうとしました。その為に更に学習を進め、WEB 解析

士の資格も取得しました。しかし、私たちが扱うのは

OEM や ODM が中心の BtoB で、最終消費者に直

接販売する権利はありませんでした。WEB 展開をし

てもメーカーの依頼でネットショップ展開をしたいとい

う声があったときに、ECサイトを構築し運営するという

ところまででした。悩んだのは自社 HP を持つかどう

かです。学習した中で、HP を持たない勇気も必要と

習いました。中途半端な HP を掲載すると、マイナス

効果になるからです。この業界ではネットで業者を探

すというより、紹介が中心でサプライチェーンができる

と感じました。というのも、国内縫製工場などはご年配

の方が多くネット展開が難しい実情もあります。また、

ネットで展開するような国内工場は大手企業に抑えら

れ、小規模企業ではそのキャパシティを取るのが難し

い現状です。生産能力を超過した受注を取っても、

長期的に信頼を無くし、うまくいかないと考え、自社

HP を持たないという選択肢を取りました。<利益率が

低い>どの業界もそうかもしまれんが、この業界も生地

の値段が高かったり、無茶ぶりされたりとなかなか利

益を出すことが難しいです。<資金回収も困難>また、
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信頼ある大手メーカー以外を相手にすると、資金回

収が行えなかったりもします。プライベートブランド製

品を依頼され、卸した先に「売れなかったから返品す

る。お金は払わない」と言われた事もありました。 

<中国以外のアジアへ進出しても、生地の調達が

中国なので納期や輸送コストがかかる>人件費が上

昇した中国以外での生産を行っても、生地の調達が

中国なので結局追加コストがかかる。特に納期が問

題になるので、中国の奥地の方がよさそうです。うちと

提携しているメーカーが作っているオーガニックコット

ンの高付加価値製品を、中国 EC サイトで展開しよう

と考えたことがありました。向こうでは日本と違い、法

人化しないと行けなかったり、法的問題も多く敷居が

高い感じでした。また、オーガニックコットンの性質上、

大気汚染問題とは相性が悪く、見合わせることにしま

した。バングラデシュの工場に行った事があります。

遠いですね。飛行機の乗り継ぎは初めてでした。腰

痛が治ってなかったら無理でした。驚いたのは治安

の悪さ。私を案内してくれた向こうの方が、帰国後 2、
3 日後ぐらいに射殺されてしまったそうです。また建

物が崩壊して生き埋めになったというニュースもありま

した。まだまだリスクが高いなと思いました。仕事とは

違いますが、昨年地元の友人主催で越谷で食品ロス

問題に取り込むイベントをしました。その友人は大田

区区長さんに進められて、この活動を始めたそうです。

越谷では市議員さんの協力もあり、活動できるぐらい

の仲間はすぐに集まりました。選挙前なのもあって、

市議員さんの応援スピーチをしたのも良い経験です。

日本の年間食品ロス 500 万ｔ～800 万 t なんです。

その中で家庭から出るロスは 200万～400万 tです。

この活動をして、新しい視点を持てました。牛乳パッ

クの期限の話なのですが、牛乳を買うときってどうや

って買いますか？「賢い主婦は賞味期限の長い新し

いものを選ぶ」…と教わっていたのですが、「賞味期

限の短いものを買ってロスを減らす方が賢い買い方

だ」という意見を聞きました。私は奥の物から取ってい

くと教わっていたので、こっちの考えは衝撃でした。 

食べ物に関しては「もったいない」と思って、あまり残

したくありません。その結果このボディにはなりました。

ダイエットがんばります。今やっていることですが、<中

小企業診断士>の勉強をしています。経営者として未

熟もいいところなので、経営の勉強をしたかったのも

あります。実は 2 次試験が間近で結構今は必死です。

学生の頃にあまり勉強して来なかったツケを感じてい

ます。さて、中小企業診断士は国の認めるコンサルタ

ントの試験なのですが、その 2 次試験はモデルの会

社を取り上げ、事例が数ページに渡り記述され、そこ

で起こっている問題点・課題の解決やこれから取りう

る戦略の方向性を記述で助言したりする試験です。 

ある部品の歩留まり率を左右するのは24時間稼働の

専用機。その専用機は老朽化しており、従業員がそ

れぞれの経験で故障対応のメンテナンスを行ってい

る。設備更新の計画はない。という条件で、歩留まり

改善方法が聞かれたりする問題がありました。→実務

をやってない人はなかなかわからずに、従業員のメン

テナンス方法の標準化と答える人が多いです。 

→製造業やってた人は当然のように、事後保全か

ら定期保全に切り替えると答えます。それだけ聞いて

もわかるように、実際には専門分野や実務経験は絶

対必要です。ただ、点数を考えないのであれば楽し

い問題なのかもしれません。他には商店街活性化す

るにはどうすればいいか。というのもありました。商店

街のシャッター率は 2003 年には 7%だったのが、

2012 年には 14%以上になっています。これがもう

50%とかになると、治安が悪化して夜に女性・子供が

歩けなくなるみたいですね。方向性としてはイベント・

ブランド強化・集合体としての機能(連携)です。商店

街活性の専門診断士もいるみたいです。経営学も生

き物だと感じています。例えば、事業多角化を行う場

合はシナジー効果がある関連事業を行うのが基本と

なっていました。少ない資源を有効に使えるからです

ね。それが、この 1 年で理論に石が投じられました。 
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大企業家電メーカーの話ですが、シナジーによる関

連多角化失敗が失敗し、海外企業に買収された企業

がありました。逆に、無関連の多角化を行いそちらが

成功しているという家電メーカーもありました。大手の

話ですが、ちょっと流れが変わってきたのかもしれま

せんね。1960 年代後半にアメリカで無関連の分野に

事業を展開する、コングロマリット・ブームがありました。

そのほとんどは業績を急速に落として、すぐに過ぎ去

ってしまいました。私的には、精度が上がりながらこの

転換が繰り返されるのではないか？なんて思ったりも

します。中小企業は選択と集中が大事だと思ってい

ます。一つの事に特化してブランド力を強力にする方

向性です。強いブランド力を持つ企業は価格競争に

巻き込まれません。こういった成功例があります。<山

形県鶴岡市立加茂水族館>という水族館があります。

この水族館はクラゲ専門に特化し大成功しました。最

初は普通の水族館で入館者が年々減少し、年に 10
万人行くかどうかだった。それがクラゲに絞り、ギネス

で世界一認定され今では 30 万人近い入館者がある。

スターバックスなんかも最初は紅茶など色々種類を

やっていたところ、コーヒーに絞って売り上げを伸ば

していきました。<中小企業庁>は中小企業の IT 化に

力を入れたいみたいです。補助金や助成金もたくさ

んありますが、中小企業の 9 割は施策を知らないと聞

きました。例えば、ある時には従業員 1 人につき健康

診断を受けさせると 5 万円の助成金がもらえたそうで

す。こういうのはうまく使って行きたいなと思います。

友人で起業を考えている。お店を出したいという声を

聴きます。その時に私が診断士・WEB スキルを活か

し友人を手伝えたらなと思い、頑張っています。中小

企業診断士の勉強を始めて、勉強だけでなく現場の

経験・知識がより一層必要だと感じるようになりました。

その時に丸林会員の会社を見つけ興味を持って、戸

をたたきました。HP を見るだけでも、コンサルタントが

入っている気配を感じられたからです。その後丸林会

員に、松井会長を紹介して頂き、越谷北ロータリーに

参加させていただきました。現在も丸林会員の会社

のほうで業務提携という形で、マーケティングのお仕

事のお手伝いをさせて頂いています。 

須賀幹事をはじめ、入ってから何もわからない私に

声をかけてくださる先輩方も沢山いました。 

先日も懇親会があり、参加させていただき親睦を深め

られたと思います。そこで初めて聞いたのですがフェ

イスブックをフェイスというらしいですね。広めたいと

思います。あまりお酒の場にも慣れていませんので、

たくさんの無礼をしてしまいましたが、先輩方は優しく

許してくれました。とても感謝しています。また学校の

大先輩もおられてとても感動しました。地元の繋がり

っていいですね。色々気にかけてくださりありがとうご

ざいます。 

私はロータリークラブを他人に紹介するときには、

事業を通して社会に貢献するような団体と言ってしま

います。何も言わずにロータリーのイメージを聞いて

みたところ、バイクで走ってそうと言われました。(ゴル

フはしているが)これからも活動に参加し、ロータリー

に対する理解を深め、ロータリーを知らない人に対し、

正確に意味を伝えていけるよう精進してまいります。 

ご清聴ありがとうございました。 

これからもよろしくお願いします。 

 
 

      
 
・国際奉仕委員長丸林さん、財団報告会ご苦労様

でした。近藤さん本日、卓話宜しくお願い致しま

す。 
松井昭夫 

 
・近藤さん卓話宜しくお願いします。 

須賀篤史 
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・越谷ユネスコ協会、創立 15 周年記念式典には、

多くの会員の皆様にお出で頂き心より感謝申し

上げます。これからも宜しくお願い致します。 
・12/7 に卓話をお願いしている、又野亜希子さんの

本を紹介致します。皆様のご協力をお願い致しま

す。                     
                          小林光則 
 
・会報委員会の皆様、毎週の作業お疲れ様です。

感謝申し上げます。引き続きご協力の程宜しく

お願い致します。 
                         並木勇一 
 
・結婚祝い有難う御座いました。近藤さん卓話楽し

みです。 
会田謙二 
 

・結婚祝い有難う御座います。 
長谷川真也・関雄二郎 

 
・誕生祝有難う御座います。 
                         酒井新樹 
 
 
・本日もよろしくお願いします。       

髙瑠美子・川島徹 
 

・近藤さん卓話楽しみにしております。 
 青木清・大熊正行・大濱裕広 

新沼徹・渡辺裕介 
 

・本日右の奥に入れ歯が入って、今日からポリデン

トのお世話に成る事に成り、薬局に行って買って

来ました。 
石井知章 

 

・初スマイルです。卓話を聞いて頂き有難う御座い

ます。                    近藤慎悟 
 
 

出席報告 
会員数            51 名 
出席免除者         14 名 
出席者            37 名 
欠席者            14 名 
出席率            80.4% 
 

 

1976 回例会 越谷市民まつり 

10 月 23 日（日） 

 
朝 8 時 集合 

 
松井会長 挨拶 
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     長谷川奉仕プロジェクト部門長 挨拶 
 

 
大濱社会奉仕委員長 挨拶 

 

 
江口ロータリー財団委員長 挨拶 

 
 

 
世界中でよいことをしてきた 100 年 

 
 
 

 
 

お祭り風景 
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越谷北ロータリー アトラクション 

 

 
 
オープニングパレード 
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懇 親 会 
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