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会長卓話 

 

吉澤 晴雄 会長 

皆さんこんにちは。ゴールデンウイークは 10連休

の方も多かったと思いますが、いかがお過ごしだった

でしょうか？私はほとんどが、叡明高校野球部と帯同

して練習試合に出かけていたのですが、浦和学院に

勝った後は、中学硬式野球の監督、関係者から沢山

祝福のご連絡をいただいたのですが、次の試合で西

武台高校にあっけなく負けてしまい、甲子園はまだま

だ遠いな・・・と言った感じでした。5月 18日から始ま

る関東大会ですが、今年は埼玉県が会場という事で、

埼玉からは優勝した春日部共栄、浦和実業、山村学

園、東京農大三校の 4校が出場します。 

 野球の話はこのくらいにして、5日に錣山部屋所属

力士「彩」の十両昇進祝に参加してきました。父親が

青年会議所の後輩で深野君と同期なのかな？また、

千間台小学校の歴代PTA会長という事で、交流があ

ったためお呼ばれしたのかなと思います。私が入会し
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て間もなく、味亭で相撲甚句の夜間例会をやったの

を覚えている方もいると思いますが、あの時は錣山部

屋の若い衆が数名きて頂いたのですが、彩関の当時

は松本と言うしこ名で来ていました。当時は、早く辞

めたいですよと愚痴っていたのを思い出します。同じ

部屋の阿炎関も彩関も越谷青年会議所わんぱく相

撲の横綱で、阿炎関は本間君が理事長の時のわん

ぱく横綱だったような気がします。二人とも越谷市出

身力士として、これからも応援していきたいと思いま

す。 

 

 

 さて、今月 5月は青少年奉仕月間となっています。

ロータリーの友 5月号には各クラブの青少年奉仕に

関する活動が掲載されていますので、ご覧になって

いただきたいと思います。被選理事会ではいよいよ今

月から 7月のプログラム、事業の協議が始まります。

私の年度もあとわずかとなりましたが、6月 30日まで

は、全力投球で行きます。最後まで宜しくお願いしま

す。以上を持ちまして、会長卓話と致します。 

幹事報告 

 

中澤 伸浩 幹事 

・卓上のお菓子は、いつも IT関係でお世話になって

いる小池さんより頂戴した新島のお土産です。小池さ

んありがとうございます。皆様でお召し上がり下さい。 

・本日、ドリスさんに奨学金を支給させて頂きます。ド

リスさんは 6月より教育実習に入り、しばらくの間、例

会への出席が困難となりますので、今月は特別に、5

月分と併せ 6月分を支給させて頂きます。 

・本日例会終了後、第11回理事役員会を開催します。

理事役員の皆様どうぞよろしくお願いいたします。 

 

結婚記念 誕生祝い 

 

（結婚祝い） 

山本 正乃 会員 ・ 本間 睦人 会員 

大濱 裕広 会員 ・ 吉田 実 会員 
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（誕生祝） 

堀野 眞孝 会員 ・ 黒田 幸英 会員 

本間 睦人 会員 ・ 長谷川 真也 会員 

おめでとうございます！ 

 

 

挨拶 大濱 裕広 会員 

皆さんこんにちは、結婚記念お祝いありがとうござ

います。妻とは結婚して 22年となります。一昨年、20

周年として高めの指輪をプレゼントしましたが、あまり

効果は無かったようで、今なんと言いますか割れた皿

のような状況でギリギリの状況となっております。一生

懸命夫婦仲良く 30周年に向けて頑張っております。

皆さまどうかご支援とご鞭撻を宜しくお願い致します。

本日はありがとうございました。 

 

お客様挨拶 

 

大津 RC 中井 正 様 

皆さんこんにちは、只今、ご紹介頂きました滋賀県

の大津ロータリークラブに所属しております中井と申

します。どうぞ宜しくお願い致します。今日は、次年度

会長となられます小宮山さんにお願いをしてお伺い

させて頂きました。小宮山さんとは、同じ会社として

20年ちょっと一緒に仕事をしております。私にとって

越谷は凄く懐かしい場所でしてプレデンシャル生命

保険に勤めて今から 30年前、23才から 30才までの

7年間、越谷の寮におりまして越谷市赤山町 2-9、今

でも住所を覚えていますが、そこにずっと住んでおり

ました。大変懐かしく里帰りをした気持ちで例会に参

加させて頂いております。先程、吉澤会長から大津ロ

ータリークラブの地元でお子さんが 2人亡くなる事故

があったとお聞かせ頂いて、大変寂しい気持ちでおり

ます。ご冥福をお祈りしております。新しい令和の時

代となりましたので是非皆さんとロータリー活動を充

実させて行きたいと思います。本日は、どうぞ宜しくお

願い致します。 

 

 

2019学年度 米山記念奨学生 

アワンドゥ ドリス アウィンノ 様 

皆さんこんにちは、今年 5月 1日から令和となり新

しい時代に変りました。平成生まれとして日本で 4年

間過ごしていますが、国が違っても考え方が違っても

人間の心は変わりません。また、小説などを見ても、

皆違っても良いと言う言葉が出てきます。これから自

分の生きて行きたい生活、人生の中で一人一人の新

しい出会いや、新しい学びを大事にして行きたいと思

います。1年間宜しくお願いします。 
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3分間会員スピーチ 

 

浅野目 猛 会員 

3分間スピーチとして[荒城の月]の歌がご披露され

ました。 

委員会報告 

社会奉仕委員会  新沼徹委員長 

 皆さんこんにちは。5月 26日は、ごみゼロの日程と

なっております。今週末、金曜日に細かい打ち合わ

せに行って参りますが今回は、例会扱いとさせて頂

いております。地域の美観の為多くのご参加を宜しく

お願い致します。来週になりますが出欠について正

式なご案内をお送り致しますのでご予定宜しくお願い

致します。 

 

会員卓話 

 
木村 二夫 会員 

「私の生きてきた道」 

昭和 12年生まれ、82歳の木村です。太平洋戦争

を肌で感じた人は当クラブに何人いるでしょうか。5歳

の時に日米開戦が勃発し、7 歳で小学校入学の時に

はすでに東京は危ないとの事で、小学生全員地方へ

疎開させられました。終戦後 5 年生で葛飾へ戻った

時には東京は焼け野原で、特にひどかったのは江東

区、墨田区、荒川区で、すべて焼け野原でした。木と

紙で出来た日本の家屋は燃えやすかったと思います。

幸い私の家は葛飾の田舎の為に、焼け出されずに残

りましたので、親戚の 10 家族位が我が家と近くの寮

に入居しており、毎日がお祭り騒ぎのようでした。葛

飾というと皆さん思い出すのは、柴又の寅さんですね。

柴又帝釈天の草団子は美味しいです。すぐ裏の江

戸川にある矢切の渡しご存知でしょう。私が生まれた

のは亀有です。漫画で知られるようになりましたね。

葛飾でもっとも有名なものは、日本最大の拘置所で

す。どうして小菅に拘置所ができたか調べてみました。

小菅の拘置所は日本最大の拘置所であり、約 6万坪

の土地に 15 棟の建物が建っています。もともと小菅

の地は拘置所とは何の関係もなく、江戸時代初期に

は関東郡代の伊奈氏の大きなお屋敷があったそうで

す。江戸時代半ばになると、鷹狩り好きの将軍、徳川

吉宗が小菅御殿を建てました。この小菅御殿は 1794

年に取り払われ、幕府の非常用の籾蔵が建てられま

した。明治維新後、籾蔵跡にはレンガ工場が建てら

れました。これは銀座に西洋式の建物を造るため、膨

大な量のレンガが必要となり、その供給工場がこの地

に建てられました。そして 1878年（明治 11年）このレ

ンガ工場が拘置所の前身を引き寄せたそうです。そ

して監獄の一種である集治監を設けることになりまし

た。レンガ製造なら囚人用の作業にピッタリと言う理

由でこの地が選ばれたそうです。そのほかにも、都心

から近く大きな敷地を確保できることも選択の理由だ

ったそうです。この集治監がやがて小菅刑務所となり、

現在の東京拘置所となったのです。私は17～18歳く

らいの時、草野球で葛飾区の連名に加入しており、

刑務所の野球場を借りることができ、白線が引かれネ

ットがあるグランドで野球ができるのは夢のようでした。

囚人が白線引きから整備を全部行ってくれました。当
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時の刑務所は 3 階建てくらいの囚人棟だったと思い

ますが、現在は 12 階建で素敵なマンションのようで

す。現在は刑務所とは言わず、拘置所と名称を変え

ています。私が高校 2年の時に自宅の会社が倒産し、

大学へは行かず卒業と同時に繊維関係の商社へ就

職し、綿花の販売で 4年くらいは川越、東松山、小川

町、鹿沼、関宿等とバイクで見本での先物販売をしま

した。この時代に第一回全日本バイクレースに出場し

ております。楽しい時代でしたが自宅の塗料工場立

て直しをする為自宅へ戻り、兄と一緒に約 10 年塗料

製造販売と集金等すべて頑張り、立て直すことができ

ました。当時、販売先である王子の塗料店の息子の

嫁さんの友人で、ガソリンスタンドの娘さんと知り合い

結婚することとなりました。私自身お金がないので、

父親に対し、結婚式はしなくていいからお金をくださ

いとお願いをしたところ、式場には何々家結婚式場と

書いてあるだろう、そこから両家の付き合いが始まる

のだから結婚式をしないわけにはいかないと言われ

ました。1966 年（昭和 41 年）、次男坊ですから家を

出なければならず、現在の南越谷で土地 25 坪、建

物 10坪の新築平屋を 170万円で購入しました。この

時の私の給料が月 3万円、彼女が 1万 5千円でした。

新婚３年で武蔵野線の南越谷操車場建設のために

立ち退きをさせられ、その際３年住んだ家を 300万円

で買い取ってくれました。当時は平屋ばかりでしたが、

その 300万円を元手に土地 31坪建物 25坪 3LDK

夢の新築 2 階建てを 400 万円で購入しました。当時

はどんどん値上がりしている時代で、400万円で購入

した家が、4 年後に 650 万となるほど、信じられない

値上がりの時代でした。この時、不動産の面白さを知

った私は、お世話になった東都住宅という会社に転

職してしまいました。東都住宅で 6 年頑張り、ある人

に認められ、博進という会社を共同で立ち上げ、6 年

後の 1986年（昭和 61年）に独立し、アーバンハウス

を立ち上げ現在に至ります。この頃（昭和 63 年位ま

で）はバブル時代で、平成に入ってからは下り坂でし

た。バブル経済の絶頂期には、米国のロックフェラー

センターや、コロンビア映画を日本の企業が買収する

信じられない時代でした。 

最後に何はともあれ、私の物心付いた時から現在

に至るまで、戦争のない時代が 74 年続いた事に幸

せを感じている今日この頃です。 

 

 

 

  
・令和元年の初定例会にゲスト参加できて光栄です。 

今日はどうぞ宜しくお願いいたします。 

大津 RC 中井 正 様 

・お客様ようこそいらっしゃいませ。木村会員、本日の

卓話宜しくお願い致します。 

吉澤 晴雄 

・中井様ようこそ。ドリスさん GWはどうでしたか？ 

中澤 伸浩 

・お客様ようこそ。木村会員本日の卓話よろしくお願

いします。 

 鈴木 英男 大熊 正行 

 小宮山 大介 関森 初義 会田謙二 新沼 徹 

・あと少し、吉澤会長、小宮山エレクト頑張ってくださ

い。                         小林 操 

・5 月 4 日結婚 37 回目を迎えました。結婚祝いあり

がとうございました。 

山本 正乃 

・誕生祝いありがとうごいます。今月で 75歳です。 

堀野 眞孝 

・誕生日祝いありがとうごいます。 

長谷川 真也 

・結婚、誕生祝いありがとうごいます。 

本間 睦人 

・本日、結婚祝いということで、ありがとうごいます。な

んとかつながっています。 

大濱 裕広 
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・先週欠席すみませんでした。本日宜しくお願いしま

す。 

松井 昭夫 

・本日早退します。 

太田 靖彦 橋本 哲寿 

 

出席報告 

会員数            46名 

出席免除者         11名 

出席者            33名 

欠席者             2名 

出席率            80.9% 

 

 

米山記念奨学生入学式 

5月 12日開催 

於：ラフレさいたま 

 

 
ドリスさんが挨拶をしています 

 
指導教員との記念撮影です 

 

 
皆で記念撮影をしています 

 
ドリスさんを応援する北クラブメンバー 

 
ラフレさいたまにて盛大に入学式が行われました 
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