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会長卓話 

 

中澤 伸浩 会長 

皆さん、こんにちは。本日は当クラブ会員小林操パ

ストガバナーと一緒に、森田武司パストガバナーがメ

ーキャップでお越しになりました。ようこそお越し頂き

ました。加えて、小林操会員のご長男で税理士の小

林巧さんがオブザーバーとしてお越しになりました。

お待ちしておりました。小林巧さんは、事務所の所在

は小林操会員の事務所と同じビル内ということですが、

先日独立されて、小林巧税理士事務所所長として活

躍されていらっしゃいます。大塚会員とは幼なじみの

ような関係ということを伺っております。いよいよ、当ク

ラブへのご入会のご意向を固められ、本日、入会申

込書も頂戴する運びになろうかと思います。今後、是

非、当クラブ会員の皆様と親交を深めて頂き、仲間と

して末永いお付き合いの程、どうぞよろしくお願いい

たします。 

さて、来週 4/27はいよいよ IM記念合同例会となり

ます。当初 1/13 に予定されていた IM の中止から、

紆余曲折を経て開催にこぎ着けましたが、日程や企
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画内容も含め、確定に至るまで暇に乏しく、流動的で

あったことから、会員の皆様への周知やご案内の機

会が十分でなかったと思いますので、本日は改めて

皆さんに IM 記念合同例会のご案内をさせて頂きま

す。 

IM 記念合同例会の趣旨については、後ほど、小

林光則ガバナー補佐よりございます。また、当日の集

合、準備や各担当の割り振りなどについては、IM 実

行委員会からご案内させて頂きますが、私からは IM

記念合同例会のポイントを二点述べさせて頂きます。 

まず、ポイントという以前のことですが、当日は例会

後に井上康生様の記念講演がございます。 

そして、ポイントの一点目なのですが、当初記念講

演の公開はせず、会員及び会員のご家族・知人関係

者の範囲でお声掛けをするということで進められてき

ましたが、急遽最新のコロナ情勢を踏まえ、また太田

会員のご尽力もあり、東武よみうりにて広報を行い、

市民へも公開することとなりました。先着 100 名という

ことで一般市民の方々にも公開することとなりました

ので、当日の運営にあたって会員の皆様には、IM

実行委員会ご担当委員長の指揮の下、十分なコロナ

対策や誘導などのご協力をお願い致します。 

次に、ポイントの二点目なのですが、IM 記念合同

例会の企画調整を進めていた会長幹事会にて、越

谷東 RC加藤会長より、この時期の開催ということで、

ロシアによるウクライナ侵攻に関して何らかの人道的

支援を行うことで、IM 記念合同例会がより有意義な

ものとなるのではないかとの提案がなされ、協議の結

果、ウクライナからの避難民の受け入れに大変苦労さ

れているという隣国のモルドバ共和国に支援を行おう

ということになりました。 

読売新聞の記事に、モルドバの窮状を報じる記事

が掲載されたことで私も初めてモルドバという国を知

るようになった訳ですが、多くの皆さんにとってもモル

ドバについての知識に乏しいかと思いますので、本

日はモルドバという国についてご紹介させて頂きま

す。  

地理についてはモニターで映したとおりの場所に

所在し、ウクライナの南西ルーマニアとの間に位置す

る小さな国で、人口は約260万人。国土の面積として

は、九州と比較してやや小さい程度の面積ということ

です。 

そして何より、経済的にはかなり厳しい状況にある

国で、国民一人あたりの GDP は約 4,500 ドルという

ことですので、平均的な月収は 4 万円程度というイメ

ージになろうかと思います。報道によれば、モルドバ

には人口の15%に相当する約40万人がウクライナか

ら流入したとのことです。難民一人の支援には 1日あ

たり 30ユーロ（約 4,000円）がかかるということで、財

政的に限界を迎えているということです。 

ロシアによるウクライナ侵攻に関しては、RI でも地

区でも人道支援活動を実施しておりますが、それと併

せ第8Gでは各クラブのご協力の下、小国モルドバの

窮状を救うべく IM 記念合同例会においてモルドバ

へ寄附金を贈呈することとなりました。当日は駐日大

使らもお越しになります。 

この寄附にあたり、当クラブでは理事役員会にて審

議の末、年度計画において国際親善旅行の予算とし

て計上されていた 30 万円を上限に、第 8G 他クラブ

との協議調整を経て決定された額を寄附金に充てさ

せて頂くことになりました。この場を借りて、会員の皆

様へもご案内とともに感謝の言葉を述べさせて頂きま

す。 

モルドバへの寄附金は、本例会後に開催された会

長幹事会にて協議の結果、越谷RC、越谷南RC、越

谷東RC及び越谷北RCの 4クラブから各 23万円、

越谷中 RC から 8 万円で合計金 100 万円の寄附と

なりました。皆様のご協力ありがとうございました。 

 

それでは、来週の IM 記念合同例会に向けて、本

日の例会もどうぞよろしくお願いいたします。 
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幹事報告 

 
今井 英治 幹事 

（地区より） 

・地区会員増強維持部門委員長より、クラブ内同好

会設置状況のご確認のご案内が届いております。

同好会の部長さんは、同好会の内容の返信をお

願い致します。 

 

（クラブより） 

・越谷中 RC より、5.6月のプログラムが届いておりま

す。 

・越谷中央ライオンズクラブより、40周年記念式典の

ご案内が届いております。 

・越谷市市民祭り実行委員長より、第 47回越谷市民

まつり第 1回全大会の開催のお知らせが届いてお

ります。4/27日 18：30～中央市民会館 4Fにて開

催です。現地出席が厳しい場合は、ZOOMでも参

加可能です。次年度、社会奉仕委員会さん、宜し

くお願い致します。 

・越谷市役所より 5/29日のゴミゼロですが、今年度も

中止のお知らせが届きました。 

・ガバナー月信 4月号の 10ページに、越谷北RCの

記事の掲載が 1ページに大きく掲載されました。是

非ご覧になってください。伊藤委員長・近藤委員長 

ご協力ありがとうございました。 

・最後になりますが、越谷市内もコロナ感染が、未だ

高止まり状態です。手洗い・うがい・マスク・消毒と

感染予防を、引き続きご協力お願い致します。 

本日の幹事報告は、以上になります。 

お客様挨拶 

 

国際ロータリー第 2770地区パストガバナー 

大宮北東 RC 森田 武司 様 

 皆さんこんにちは。小林操PGにお会いしましたとこ

ろ例会にお誘いがありましたので参加させて頂きまし

た。越谷北 RC さんには公式訪問以来となります。ク

ラブ例会としては 17 年ぶりになります。是非今日は

楽しく参加させて頂きますので、今後ともよろしくお願

いします。 

 

小林巧税理士事務所 税理士 小林 巧 様 

 こんにちは。今日は深野さんにお誘い頂いてオブ

ザーバーとして出席させて頂いています。まだ小林

操税理士事務所にも所属していますが、独立もして

いますので今後ともよろしくお願いします。 

 

米山記念奨学生 王 学朋 様 
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 皆様こんにちは。皆様の名前を覚えることができま

した。これから 1年よろしくお願いします。 

 

委員会報告 

IM記念ゴルフ実行委員会 須賀 篤史 委員長 

 昨年 12月に行いました IM記念ポリオ根絶チャリテ

ィーゴルフ大会、記憶されていると思いますが、リアル

例会が行えなかったため表彰式が行えませんでした。

本日表彰式を行わせて頂きたいと思います。 

（表彰） 

第 7位 大熊正行 会員 

第 10位 須賀篤史 会員 

第 15位 渡辺 裕介 会員 

第 65位 中村 隆雄 会員 

第 80位 櫻井 保彦 会員 

ブービー賞 黒田 幸英 会員 

グランドシニア賞 太田 靖彦 会員 

ポリオ募金も 12 万円程集まりまして大濱ガバナー

補佐に預けてあります。当日は早朝の薄暗い時間か

ら協力して頂きましてありがとうございました。 

 

クラブ活性化委員会 大熊 正行 委員長 

 今年度クラブ活性化委員会の事業計画でありまし

たクラブビジョン並びに戦略計画の策定でございます

が、兼ねてより検討を重ねて参りましたがこの度出来

上がりましたので皆様にご報告させて頂きます。メー

ルポストに配布してありますが、いずれ拡大したもの

を提示したいと思います。 

簡単に説明しますがクラブビジョンを『魅力ある・活

力ある・理想的なクラブを目指して』ということで掲げさ

せて頂きました。戦略計画に関しては 5 つの項目を

掲げさせて頂きまして、当クラブの課題・問題点・将

来像を見据えた上での 5 項目を掲示させて頂きまし

た。是非熟読して頂きたく思います。次年度以降は

年度計画書にも掲載させて頂きますので、これを念

頭に置きながら活動して行きたいと思いますので皆

様のご理解とご協力をよろしくお願いします。 

 

会員卓話 

 

大塚 具視 会員 

『イニシエーションスピーチ』 

 私大塚具視は、1975年 8月 11日に草加市新田町

で生まれました。当時では珍しいくらい猛暑日だった

そうです。体重は2,670gでかなり小さめに生まれてき

ました。名前は「ともみ」と女の子のような名前を付け

られまして、小さい頃は同級生たちに「ともみちゃん」

とよくいじられました。それが嫌で他の名前の候補は

無かったのかと尋ねたことがありましたが、太郎か具

視の 2択だったようなので具視で良かったと思いまし

た。 

 大人になってからは、見た目とのギャップにより大概

一度で覚えてもらえるので今では大変気に入ってい

ます。当時は蒲生のアパートで父と母と 3人で暮らし

ていました。幼稚園は南越谷幼稚園でした。幼稚園

の頃の記憶はほぼ無いですが、凄くおとなしい子供

だったそうです。 

 その後父方の実家が在ります茨城県五霞町に引っ

越しします。昔は五霞村でした。そして五霞東小学校

に入学すると、周りの子供たちは茨城弁のなか標準

語をしゃべるのでクラスのみんなに不思議がられまし

た。五霞村生活が 1年ほど経った頃、父と母が仲悪く

なりまして母親と大沢の親戚の家にお世話になること

になりました。そこでの生活はそれほど嫌ではなく、

私自身一人っ子だったため、従兄弟のお兄ちゃん 2

人がいたので楽しかった覚えがあります。その頃、近
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所に香取神社があり本日オブザーバーの小林巧君

達兄弟と出会い、神社の周辺でよく遊びました。小学

生の頃は親戚の家に居候生活で若干不便でしたが、

楽しく過ごしました。 

 中学校に進学するころに、母親が頑張りまして東大

沢のマンションに引っ越しします。その時自分の部屋

を持てて凄くテンションが上がりました。中学校は越

谷栄進中学校に通いました。特に勉強を頑張るわけ

でもなく部活に精を出すわけでもなく、なんとなく 3年

間を過ごしてしまいました。 

 高校は、勉強もそんなに好きでは無かったため「行

かないで働く」と親に言ったのですが「せめて高校くら

いは出た方が良い」と言われ、私立花咲徳栄高校に

入学しました。入学当時、私は背も高くガタイが良か

ったためいくつかのスポーツ部から勧誘を受けました。

断り続けていたのですが、ボクシング部の顧問の先

生に一緒に高校チャンピオン目指そうとそそのかされ

てその気になって入部したのですが、半年も続かず

に辞めてしまいます。それからは帰宅部ですから暇

になり、ガソリンスタンドでアルバイトを始めました。初

めての給料を貰った時すごく嬉しく、理由はないので

すが牛丼をめちゃめちゃ食べました。人生初の大人

買いです。それからはアルバイトに夢中でした。夏休

みなどの長期休みは先輩の紹介で土木屋さんにもバ

イトに行きました。まさかこれが将来の仕事になるとは

思いませんでした。2年生になるとコース選択があり、

絵を描いたり物を作ったりするのが好きで得意だった

為、学芸コースを選択しました。高校 3年間、結局中

学時代と変わらず勉強や部活動などに集中せずアル

バイトをしてお金を稼いで遊ぶことしかしていません

でしたが、今思えばそんな事は後でもできるからその

時しかできない勉強やスポーツを頑張って青春すれ

ばよかったかなと少しだけ思います。 

 高校卒業後、アルバイトでお世話になっていた株式

会社三上建設に入社しました。入社当時はまだまだ

子供でよく寝坊したり、休んだりしてしまうどうしようも

ないヤツでしたが、会社の皆さんが良い人達でどうに

かこうにか続けていけました。 

 それから 2年ほど過ぎて、20歳の頃会社の先輩が

「今日一個下の後輩と飲みに行くけど、お前も来る

か?」と誘ってくれてついて行きました。その時に深野

秀樹先輩と出会いました。話をしてみると年代こそ違

いますが偶然にも出身校が小学校、中学校、高校と

一緒で勝手に盛り上がって勝手に懐きました。その

後、当時から色々と多忙であった深野さんでしたが、

時間が在るときは必ず飲みに連れて行ってくれました。

飲みに行くたびに色々な話を聞かせてもらい、まだ若

かったけど一本芯が通った硬派な生き様が自分には

無かったものなので大変格好良く思い、尊敬しました。

その頃から、仕事や遊びに対しての認識が少しずつ

変わっていき、仕事も少しずつ覚えて行きました。 

 そして 22歳の頃、現在の奥さんであるアイリさんと

出会いました。当時まだ実家暮らしだった私は実家

に呼んで同棲生活が始まります。仕事の方はまだま

だでしたが、彼女と一緒に暮らす分もっともっと頑張

ろうと思い、今まで勉強したこともないのに資格や免

許を一生懸命勉強して取得して行きました。一生懸

命仕事を覚えたり資格を取ったりしていくうちに、いつ

か独立したいとこの頃から漠然と考えるようになりまし

た。 

 そうこうしているうちに実家での同棲生活も 4年が経

ち26歳になりました。母親にもダラダラと暮らしていな

いで結婚して外で自立した生活をしなさいと煽られ始

めました。そこで部屋探しが始まりまして、色々賃貸

物件を見ていくうちにどうせ家賃を払うならいっそのこ

と買ってしまおうと思いました。越谷はちょっと高級で

したので現在住んでいる松伏に家を建てました。 

 そして結婚と同時期に引っ越しもしまして、すぐに

長男も生まれました。翌年、長女も生まれました。ドタ

バタと一気に夫になり、二児の父親になり仕事もどん

どん加速していきました。どんどん仕事をして行くうち

に仕事が楽しく感じるようになってきました。そうすると、
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もっと自分に仕事を任せてくれる環境が欲しくなり、

34歳で 16年間お世話になった三上建設を退職し、

越谷の平方にある株式会社さいたま資材に入社しま

した。そこで出会った佐久間社長が凄まじく行動力が

あり、頭もキレキレで圧倒されました。そこでは現場の

仕上がりや工期だけではなく見積や実行予算組み、

工事原価集計など特にお金の事を学びました。原価

集計に至っては釘の一本まで拾えと言われました。

色々教わりながら現場も任せてもらい、やりがいを感

じながらメキメキと頑張りました。 

 3年 4年と勤務しているうちに会社がどんどん大きく

なり社長のトップダウンだった会社も組織化が進んで

きました。徐々に会議や提出書類やら、何をやるにも

課長のハンコ、部長のハンコと中間管理職な感じが

窮屈になって来てしまいました。そんな時、ふと自分

の年齢を考えたら39歳になっていました。すると若い

ころから漠然と頭の片隅にあった「独立したい」と言う

気持ちが強くなって行き、家族や親に安定を捨てても

独立したいと相談したところ、意外にもすんなりと「や

ってみれば」と言ってもらいました。そして物凄く言い

出し辛かったのですが、社長に辞めることを伝え正直

に「独立したいです。社長になります」と告げたところ、

ここでもすんなりとやってみればいいと言って頂き、会

社で盛大な送別会もしてもらい、社長個人でも送別

会をやって頂きました。 

 39歳で個人事業大新興業として、主にブロック・外

構工事業で独立しました。それからがむしゃらに働き

続けて、一緒に働いてくれるメンバーや設備等も整い

始めて法人成をしました。会社名を株式会社大新に

変更して現在に至ります。 

 ここまでやってこれたのも、家族や親、友人、先輩、

後輩、今でも気にかけてくださる勤めていた会社の社

長さん達、現在お世話になっております取引先の社

長さん達、監督、スタッフの方々のおかげだとつくづく

痛感します。今日まで努力と感謝を心にやって参りま

したが、これからは感謝してばかりではなくこのクラブ

で出会えた会員の皆様ともっと親睦を深めさせて頂く

中で、人に対する礼儀や心、そして品格を学ばせて

頂き少しは人から感謝される人間に成長して行けたら

良いと思っております。 

 まだまだ駆け出しの若輩者ではございますが、皆様

ぜひ今後ともよろしくお願いします。また、ロータリー

活動の方も自分なりに精一杯やって行きます。以上

が私の半生です。ご清聴ありがとうございました。 

 

第 8G IM記念合同例会について 

 

IM記念実行委員会 鈴木 英男 委員長 

 内容に関しては皆さんに FAXで送信させて頂いて

おります。集合時間は 9時でお願い致します。服装

は普通のスーツに中澤年度ネクタイでお願いします。

昼食はこちらで用意させて頂きます。 

（当日のプログラム） 
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■第 8グループ IM記念合同例会の担当割り                              

（1）お客様・出席者のお出迎え 

〇長谷川、市川、会田、大熊、関、髙橋(陽)、一柳、

川島、渡辺、吉田、山本、須賀 

 

（2）受付・・・・お客様の出欠確認、胸花、お客様を座

席へ案内、お土産の渡し 

〇関森、桜井、青木、松崎、堀野、杉山(事務局) 

 

（3）会場設営・・・・看板、国旗、グループ旗、各クラブ

ロータリー旗、前垂れ、点鐘、座席の名前貼り、演台

花、ピアノ確認プロジェクタ―・パソコンの準備 

〇伊藤、酒井、大島、太田、本間、吉澤、深野、丸

林、大塚 

 

（4）写真撮影 

〇黒田、中村、近藤、佐藤、髙橋(忠) 

 

（5）会計・・・・財団・米山へ寄付金、モルドバ駐日大

使に支援金、当日の支払い、領収証の用意 

〇宮﨑、江口 

 

（6）井上康生氏(第一楽屋へ案内)、越谷柔道連盟の

方の対応 

〇松井、新沼、小宮山 

 

（7）お客様にお茶、会員の昼食（第三楽屋） 

髙、伊丹(事務局) 

 

（8）全体をサポート 

小林、大濱、鈴木、中澤、今井 

 

当日の担当割りに関しては皆様ご確認お願いしま

す。手の空いている方は他の係を手伝って頂けたら

と思います。 

 

第 8Gガバナー補佐 小林 光則 様 

「モルドバ共和国支援金の件」 

 合同例会が決まりました時にグループとしてウクライ

ナの方に何かしたいと話が出ました。その際に、避難

民の方に支援をするにはどうすれば良いかと東クラブ

さんからありまして、モルドバが大変苦労されていると

いうことで多くの支援金を送りたいということになりまし

た。当初は IM予算から 15万円でしたが、大使館に

連絡をさせて頂いたところ、大使がお見えになって現

状をお話したいとなりましたので、支援金の最終的な

打ち合わせをこれから行い、大台に乗るような金額に

したく思います。どうかよろしくお願いします。 

 

 

第 8Gガバナー補佐幹事 大濱 裕広 様 

 いよいよ来週水曜日に IM記念合同例会開催され

ます。皆様には朝 9時の集合ということで早いですが、

色々な部分でご協力頂くことがあります。コロナ感染

対策の一貫で座席数を 500席ある中で 250席の使

用にしたいと思います。予想される会員数が約 170

名、あとは一般の方の入場になります。また、施設の

方からのお願いで検温と消毒、名簿を付けてください

とのことです。皆様のご協力をよろしくお願いします。 
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・皆さんこんにちは！本日はお世話になります。 

RI2770地区パストガバナー 森田 武司 様 

・パストガバナー森田武司様、小林様ようこそ。小林

巧様お待ちしておりました。今後ともよろしくお願い

します。王君、本日も例会参加ありがとう。次回 IM

記念合同例会皆様のご協力をよろしくお願いしま

す。 

中澤 伸浩 

・森田パストガバナー、小林巧様、小林パストガバナ

ー、王学朋君ようこそ。本日よろしくお願い致しま

す。 

今井 英治 

・森田 PG ようこそ。来訪ありがとうございます。 

 小林 操 

・第 8G合同例会、出席よろしくお願い致します。 

小林 光則 

・お客様ようこそ！来週の IM 記念合同例会宜しくお

願いします。 

大濱 裕広 

・森田パストガバナー、本日当クラブへようこそいらっ

しゃって頂きありがとうございました。 

青木 清 

・森田パストガバナー、小林パストガバナー、他お客

様いらっしゃいませ。本日よろしくお願い致します。 

鈴木 英男 関森 初義 宮﨑 敏博 

・お客様ようこそ!!小林巧様、お早い入会をお待ちし

ています。 

 大熊 正行 

・例会場久し振りです。よろしくお願いします。 

太田 靖彦 

・大塚さん卓話楽しみにしています。 

須賀 篤史 

・お忙しい中、被選の各委員会を開催して頂きどうも

ありがとうございます。小林様ようこそ！ 

江口 公晴 

・小林巧様ようこそ。大塚会員、スピーチ楽しみです。 

深野 秀樹 

・森田パストガバナー、小林パストガバナーいらっしゃ

いませ。大塚さん、卓話楽しみにしています。 

堀野 眞孝 

・小林巧様ようこそ。イニシエーションスピーチ頑張り

ます。 

大塚 具視 

・森田PGようこそ。来訪ありがとうございます。小林巧

様ようこそ。本日よろしくお願いします。 

松井 昭夫 

 

 

出席報告 

会員数          43名 

出席者          30名 

出席率          71 % 

 

 

 

会場の皆様は、大塚会員のイニシエーションスピ

ーチに大変興味を持ち傾聴していました。 
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至：越谷コミュニティセンター小ホール 

4月 27日（水）IM記念合同例会が開催されました。 

 

越谷コミュニティセンター入口には看板がありました。 

 

小ホール入口では皆様をお出迎えしていました。 

 

第 8G各クラブの旗が掲げられています。 

 

盛大なオープニングショーが行われました。 

 

 

点鐘前までの生演奏も行われました。 

 

司会の大濱会員は準備万端でした。 

 

各クラブの会長挨拶が順番に行われました。 

 

越谷市長 福田 晃様からご挨拶頂きました。 

 

松本ガバナーからご挨拶頂きました。 
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モルドバ共和国ドゥミドルソコラン駐日大使へ支援

金の贈呈が行われました。 

 

大使よりお礼の言葉を頂戴致しました。 

 

直前ガバナー補佐の山﨑様よりご挨拶頂きました。 

 

次年度ガバナー補佐株竹様よりご挨拶頂きました。 

 

次々年度ガバナー補佐染谷様にご挨拶頂きました。 

 

講師の紹介は全日本柔道連盟第 4代会長の宗岡

様に行って頂きました。 

 

記念講演「私の柔道哲学」 井上康生 様。 

 

モニターを使ったとてもためになる講演でした。 

 

※コロナ対策のため座席には間隔を設けています。 

 

最後の〆は当クラブ大島会長エレクトが行いました。 
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