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皆様こんにちは。ここに来てやっと暑さも一段落で

9．スマイル報告

しょうか。この度の台風で被災された方々の一日も早

10．ロータリー財団セミナー報告
11．会員卓話

深野会員

い復興をお祈りいたします。先週話しました、大網白

大熊会員

里の友人からも、金曜日に連絡が来ました。現在は
歯科医院を通常営業しているそうです。
さて、先日 23 日祝日の 18 時から放送された “ひと
ものがたり” という NHK の番組をご覧になった方は
いらっしゃいますか？私の息子が所属する日本大学
アメリカンフットボール部フェニックスの、あの事件か
ら 1 年 3 ヶ月という密着取材番組でした。内容は、あ
の前と後で学生たちはどう変わって行ったのか…とい

次回例会案内 令和元年 10 月 9 日

う至ってシンプルな構成でしたが、深く心に響くもの

ロータリーの目的

でした。

3 分間ロータリー情報

“頂点を目指して指導者に従う” “前の方がやるこ

雑誌記事紹介

とが分かっていた” キャプテンの贄田君が言っていま

米山奨学制度の理解

す。
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その心の背景には、誰かがやってくれる。監督が

員キャプテン制” です。夏の合宿を乗越え、そんな 4

導いてくれる。フェニックスなら勝てる。そんな先入観

年生達に刺激をされ、3 年生達も “俺たちもやらね

が蔓延していました。ところが、あの事件で突然チー

ば” という意識が芽生えてきたようです。

ムに改革が求められました。14 人いたコーチ陣も全

余談ですが、私も会長の職を拝命頂き、初めて見

員チームを離れ、チーム再建に名乗り出てくれたの

えたものが沢山あります。細かいことは最終例会まで

は、たったの二人。関西二強（関学立命館）の立命館

取っておきたいのですが、ひとこと現時点で申し上げ

出身の橋爪監督です。そこから改革が始まりました。

るならば “感謝” です。

“指導者に頼るのではなく、自分たちで自ら考え行

“ひとものがたり” なにぶん学生ですから稚拙な所も

動する” かつてのフェニックスとは真逆です。かつて

ありますが、少しはヒントも有るかと思います。今日か

は前監督の独裁的な指導の下、アホみたいな？練習

らオンデマンド配信もされています。ぜひご覧いただ

量。これが大きな自信となり強さを支えていました。今

ければ幸甚です。今日も例会参加ありがとうございま

はいい意味で指導者に頼るのではなく、学生主体で

す。

チーム造りが試行錯誤しながらですが行われていま

幹事報告

す。
この春から息子は主要メンバーとして合宿所に入
寮しています。ただ、入寮以前からの息子の生活態
度は明らかに変化をしていました。栄養摂取、トレー
ニング等で体もメキメキ変化をもたらし、それまでは親
任せだった洗濯も、自分でやるようになりました。先日、
監督ってどんな人？と聞くと、指導者というより人格者
と言っていました。この言葉には、監督に対する “信
頼” が選手たちには存在するのだなと思いました。
（前の内田監督は陰でウッチーと呼ばれていました）

大濱 裕広 幹事

キャプテン贄田君はこうも言っています。 “キャプ

皆様、こんにちは。本日もよろしくお願いいたします。

テンという責任を負ってから初めて見えるものが多く

それでは幹事報告いたします。

ある” 皆さんもそうだと思います。経営者にしか見え

（地区より）

ないものがある。私は本当にたくさんの経営者の方々

・地区大会の案内が来ております。本年度は 11 月 9

にお会いします。 “社員がわかってくれない” “稼ぐ

日(土)ロイヤルパインズホテル、10 日(日)越谷コミ

って本当に大変なのにどうしてわからないのだろう”

ュニテーセンターにて開催予定です。全会員登録

“会社がやってくれるから” “俺の苦労を少しはわかっ

となりますので、よろしくお願いいたします。また、

て欲しい” 等々

地区大会のリーフレットが届いておりますので、皆

経験して初めてわかる事って世の中沢山あります

様のメールボックスに入れておきます。

ね。逆に経験していないからわからないのは当然で

・世界ポリオデー10 月 24 日(木)の当クラブのイベント

す。人生経験の浅い学生ですから、少し考えが浅い

について確認の報告書がきました。当クラブにおい

かもしれません。これからもっと苦労をするとは思いま

て 10 月 24 日(木)は、第 8 グループ 5 クラブの会

す。でもキャプテンが掲げたコミットメントは “4 年生全

員有志におきまして、ポリオ撲滅キャンペーンを越
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谷駅前オーロラビジョン前にて募金活動を行う予定

言われ、こんなに苦労して参加したのにどういう集まり

です。後程、案内を送りますので皆様のご参加、よ

なのかな？と思い、参加しなくなってしまいました。
しかし、商工会議所もロータリーと同じで 1 年毎に

ろしくお願いいたします。
（クラブより）

年度が変わると組織も変わり別の委員会に入れられ

・越谷市民まつり実行委員会様より案内が来ておりま

ました。その委員会は非常に積極的な委員会でその

す。

時の委員長は逃げたり、隠れたりする私を迎えにくる

・越谷南ロータリークラブ様よりエンドポリオロゴ入り風

ような方でした。それでもその会を理解することが出

船の活用について案内が来ております。

来ず積極的にはなれませんでした。しかしそのうちに

・浪江ロータリークラブ 50 周年記念式典の参加登録

役割をやらせて頂くようになりましたがそれでもなかな

につきましては 18 名で登録いたしました。

か積極的になれませんでしたが、欠席をすると罰則を

・浪江 RC 様より年度計画書が届いております。

与えられこともあり、如何してもその会の意義を理解

・本日、職業奉仕委員会の勉強会ありました。関森委

出来ませんでした。

員長、鈴木副委員長、ありがとうございます。

そのようなことを繰り返しているうちにだんだんと会

・事務局、杉山さんと、伊丹さんの給与をお支払いい

へ参加するようになり、徐々に会の意義を理解するこ

たしました。

とが出来て参りました。そこで異業種の方々と出会う

以上幹事報告でした。

ことが出来るようになりました。その会に所属している
ことにより新たな出会いがあり知り合いが増えていくこ

交友抄

とを知りました。その関係から只今ロータリーに所属し
ておりますが、活動を通し奉仕をすることにより知り合
いも増えていくのではないかと考えるようになって参り
ました。これからもロータリー活動に参加して参ります。
引き続き宜しくお願い申し上げます。

委員会報告

ロータリー情報委員会 本間会員
私は 24 歳にて大学を卒業し 3 年程、企業に就職し
ました。大学を卒業する時、私は青年会議所に入れ
られました。私の会社の専務（山上さん）が委員長を
やっており自身がやめる際に無理矢理入れられてし
まいました。
その頃、私は木更津にて仕事をしておりました。そ

クラブ活性化委員会 松﨑義一 委員長

の際に 「本日は 100％例会のため出席してほしい」

本日、例会終了後に 「新入会員研修会」 を実施

といわれ 3 時間程かけて例会に参加しました。参加し

致します。13 時 40 分より開催致します。皆様ふるっ

てみると出欠確認をされると 「もう帰っていいよ」 と

てご参加頂けますよう、宜しくお願い申し上げます。
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ポール・ハリスを記念して、ロータリー財団
奨学制度実施（47-48 年は 18 名の奨学生）
1950 年 日本からの第 1 期財団親善奨学生を送り
出す
元国連難民高等弁務官の緒方貞子氏は第
2 期生
1983 年 ロータリー財団がイリノイ州の法令下、非営
利財団法人化（財団活動の確立）
1985 年 ポリオプラスが発足
1986 年の規定審議会で承認

ロータリー財団委員会 深野秀樹 委員長

1999 年 ロータリー平和センターを設立

本日は、先日開催されました 「ロータリー財団部

2005 年 ロータリー創立 100 周年

門セミナー」 の報告をさせて頂きます。

2006 年 R 財団の 「未来の夢計画」 始動した

ロータリー財団の歴史と成り立ち
1905 年 ポール・ハリス他 3 名により、シカゴ RC

財団の新方向性が出された

創設（1905 年 2 月 23 日）

2010 年 R 財団の未来の夢計画試験的に開始

1906 年 シカゴ RC 定款制定

世界で 100 のパイロット地区

2 ヵ条 会員の事業上の利益の増大、社交

公益財団法人ロータリー日本財団 RI の協

クラブとしての親睦、その後 1 ヵ条を追加

力財団として世界で 7 番目

（社会奉仕概念の導入）シカゴ市の最大の

2013 年 R 財団未来の夢計画全世界で実施

利益を推進し、シカゴ市民としての誇り、忠

2016 年 R 財団 100 周年

誠心を市民の間に広める
1910 年 全米 RC 連合会（RI の前身）誕生

ロータリー財団（TRF）の使命

1912 年 RC 国際連合会に改称（ドゥルース大会）

１．ロータリアンが人々の健康状態を改善し、

歯車のロータリーマーク制定

２．教育への支援を高め、

1917 年 アーチ・クランフ RI 会長が財団の前身とな

３．貧困を救済することを通じて、

る基金を提唱（アトランタ年次大会）

４．世界理解、親善、平和を達成できるようにすること

“Doing good in the world”

である

この基金に寄せられた最初の寄付金は、米
国ミズーリ州カンザスシティ RC からの 26 米

ロータリー財団の標語

ドル 50 セントでした。

『 世界で、良いことをしよう 』

1920 年 日本最初の RC 誕生（三井銀行重役 米山

ポリオ根絶活動を通してクラブ活性化を

梅吉が東京府に創設 国際 RC855）

「インパクト」「広げる」「積極的なかかわり」「適応力」

1928 年 ロータリー財団設立

ポリオ根絶の歴史

日本が満州国を含む第 70 区に制定される

・ロータリーは、1979 年から 5 年間計画でフィリピンの

1931 年に信託組織になる

600 万人の児童にポリオの予防接種をし、始めて

1947 年 ポール・ハリス逝去（1 月、享年 78 歳）

ポリオ予防のプロジェクトに携わりました。
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・2007 年に、ポリオ根絶をロータリーの最優先の目標

マーク・ダニエル・マローニー

した。 幼いころから、人を笑わせたり目立つことが好

にすることを決めました。

きで良く家族や学校のクラスメートを何とか笑わせよう

・ロータリーは、1985 年～2008 年までに 18.6 億ドル

といつも考えていました。幼いころから小学校の低学

（1,860 億円）以上、をポリオ根絶に寄付していま

年までは家がとても貧乏でしたので、食事のおかず

す。

はその季節、その日に取れた 市場に出せないような
くず野菜のおしんこと味噌汁だけとか、庭先で祖祖母

会員卓話

が飼っていた二羽か三羽の鶏が卵を産めば何とか運
が良ければ卵一つくらいがつく時がありましたが、何
せ 10 人家族でしたから自分に卵が回ってくるのは、
せいぜい三日に一回程度でした。
ごく、たまにカレーが出るのですが、カレーには肉
などは入っていなくて魚肉ソーセージでした。しかも
カレー自体が薄くていつもスープカレーのようで、親
戚でカレーをごちそうになった時は違う食べ物だと思
いました。そして肉を初めて見て「何だ！このグニャグ
ニャした物体は？」と思って吐き出してしまいました。

大熊正行 会員

皆さんこんにちは！ プログラム委員会の本間副委

そんな貧乏な専業農家で、おまけに祖母は身体が

員長から卓話を頼まれましたので、本日「私の履歴

弱くて病院通いが多くて、どういう縁だったか聞いたこ

書」というテーマで話をさせて頂きます。話の中で急

とが無かったのですが、お嬢様育ちなのに貧乏農家

に話が飛んだり不適切な表現や言葉があるかも知れ

に嫁いで来た母も体力が無い身体で昔の農家の戦

ませんがロータリーの友情で、寛容な心でご容赦頂き

力としては大変役不足だったようです。おまけに祖父

たいと思います。

も若い時から働きづめで 50 過ぎで病気になりあまり

生年月日は、昭和 36 年 1 月 1 日で 越谷市南荻

働けなくなってしまい、人海戦術で営んでいた農業を

島 1186 番地に今の住まいで貧乏な専業農家の 3 人

続けていくにはただでさえ経済的に全く余裕のない

兄弟の末っ子として生まれました。生粋の越谷荻島

我が家の先行きが父としては不安だらけだったようで

の田舎者です。幼稚園は、貧乏なので行かせてもら

す。

えませんでした。

そんなころ、私の父と同級生で親友であった松﨑さ

小学校は歴史と伝統のある荻島小学校に行きまし

んのお父さんが農家と達磨屋さんを営んでいたので

た。中学は名門で優秀な西中学校に行きました。名

すが、段ボール製造業にすっぱり転換していました。

門と言っても、迷う方の迷門で当時、西中は 学校へ

遅れること 10 年、今から丁度 50 年前ですが、松﨑さ

の入り口は 南側と北側と西側の三か所にあり どこ

んに大変お世話になって 自宅の物置の下で、譲っ

が正門か分からなかったのです。高校は草加市内に

て頂いた機械一つから見よう見真似で 同じ段ボー

ある埼玉県立 四流高校へ行きました。

ルの仕事を始めさせて頂きました。

生まれた時の家族構成ですが、祖祖母がいて祖父

最初は、農業と兼業でしたが少しずつ、段ボール

母がいて、両親と兄、姉と私とそしてまだ若くて結婚

の仕事に割合をシフトしていくようになり、近所や親戚

前の叔父二人が同居していましたので、10 人家族で

の人を従業員として雇うようになり、高度経済成長に
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も助けられて段々と 仕事も順調に軌道に乗るように

私と違って酒もたばこも他の遊びも殆どやらない超堅

なっていきました。私も小学生でしたが興味を持ち手

物人間で、4 年前に埼玉県庁を定年になり今は大宮

伝ったりしていました。中学生になってからは家でバ

ソニックｼﾃィーの中にあるパスポートセンターで週 3

イトをして小遣い稼ぎをしていました。自分は器用な

日働いています。幼いころから持病をもっていた姉は

ので、ちょっとした機械や技術を習得して、忙しい時

今から 18 年前に 44 歳で亡くなりました。とても悲しい

には非常に重宝がられてあてにもされるようになって

思いをしました。因みに母親も私が高校一年の秋に

いきました。私の叔父が父の下で仕事をしていました

胃がんで亡くなりました。それからは、祖母と姉が家

ので、近い将来の戦力として大変な期待を受けまし

事を分担してやってくれていました。そんなことから、

た。

自分は早く結婚したいと思っていました。

小学校の 4，5、年生ころから少しずつ余裕も出来

結局、高校卒業後は進学もせず家業に入ることに

たようでした。世の中では、空前のボーリングブーム

なるのですが、一時挫折や後悔の念にさいなまれる

でした。親の金をくすねては近くのボウリング場に毎

ことになります。

日のように幼馴染と通いめきめきと腕をあげていきま

仕事がとにかく忙しくて毎日毎日残業、残業の連続

した。帰りには、近所の食堂に行って何かを食べて帰

でした。友達や彼女とも中々会えない、遊べない、昔

る。50 年近く前の小学生の分際で、5 千円や 1 万円

は唯一日曜日だけが休日だったのですが、その日曜

札を持っているなんて考えられない時代でした。悪い

日さえも忙しくて休んでいられない！

ことは続きませんでした。財布から金を抜くのを現行

とうとう半年ほどした日曜の朝に家出を決行しました。

犯で見つかってしまいましてこっぴどく怒られて、蔵

家出と言っても結局 3 日間のプチ家出でしたが、良

に閉じ込められてしまいました。

心の呵責にさいなまれて三日で戻りまして、親父に頭

中学・高校と 部活は剣道部に所属していました。

を下げました。全然怒りませんでした。それからは、気

一応 6 年間は続けました。高校時代少し手を抜きな

持ちを入れ替えてとにかくがむしゃらに働きました。

がら時々さっぼていましたら、高校二年になったら

目の前の仕事を片っ端からやっつけていきました。

国士館大学出身のばりばりの現役上がりの体育教師

よそに勤めの経験が無い親父が見よう見まねで、ど

が顧問になりました。どつかれしごきを受け、精神を

んぶり勘定でも何とかやってきた小さな会社に、どこ

徹底的にたたきのめされました。後に、それが良かっ

にも勤めたことが無い私でしたので世の中の仕組み

たと思っています。

や会社というのがどういうものかも分かっていなかった

私は高校卒業後、大学に行きたいと思っていまし

のですが、取引していた複数の社長たちの中で何で

た。それも漠然とあこがれもあって早稲田大学に行き

も手取り足取り教えてくれたやり手でモーレツな社長

たいと本気で思っていました。親父はそんなに行きた

がいました。ほとんど寝ないで睡眠時間は 2、3 時間、

いなら頑張ってみろと言いました。

長くても 5 時間という朝方まで働く社長がいました。仕

担任の先生も行きたいなら頑張りなさい！と応援し

事の鬼でしたが、スマートな振る舞いでおしゃれで遊

てくれました。因みに担任の先生は高校 3 年間連続

び上手で何でも知っている、色々な経験をしてきた努

でずっと担任でした。私と女房は同じ高校の同級生

力家で負けず嫌いで、仕事以外でも色々なことを教

でもありましたので、山あり谷あり六年間付き合った末

えてもらい、自分の人生の師と仰ぐような人です、銀

に結婚の時に仲人をしてもらいました。

座や赤坂のクラブや芸者さんのいるところにも連れて

私には 5 歳上の兄と 3 歳上の姉がいました。兄は

行ってくれました。そんな人たちが私を成長させてく
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れました。
今は、気のおけない仲間と休日にゴルフに行ったり、
三度の飯より麻雀が好きで少しくらいの予定は麻雀
の為なら変えちゃうような人と麻雀したり家にいるとき
は愛猫とじゃれたり、5 歳と半年になる孫が遊びに来
れば孫と遊んだり成長を見るのが楽しみです。
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・大熊さん、本間さん 本日は卓話よろしくお願い致し
ます。そして本当に申し訳ありません。会報にてし
っかり勉強させていただきます。

小宮山大介

・本日も宜しくお願い致します。深野さんセミナー報
告よろしくお願いします。大熊さん会員卓話、楽し
みにしています。

大濱裕広

・本日、卓話担当です。支離滅裂になりそうです。
大熊正行
・大熊さん卓話よろしくお願いします。

本間睦人

・大熊様、本日の卓話、たっぷり 40 分間お願いいた
します。

松﨑義一

・大熊会員、本日の卓話宜しく御願い致します。
鈴木英男 髙橋忠克
・大熊さん、卓話楽しみにしてます。
須賀篤史 中澤伸浩
・本日も宜しくお願い致します。 高瑠美子 伊藤 純
・世界平和の為に！

関森初義 山本正乃

出席報告
会員数

46 名

出席免除者

3名

出席者

28 名

欠席者

18 名

出席率

65.1 %
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