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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、ベルヴィギャザホー

ル統括マネージャー菊地様、ようこそお越し頂きまし

た。本年度も残すところわずかとなりました。追って会

員の皆様にご案内差し上げますが、本年度の最終例

会は、ギャザホールマカロンにて開催することとなりま

した。菊地様、どうぞよろしくお願いいたします。 

さて、インターネットニュース等でご存じの方も多い

かと思いますが、先日関西のロータリークラブで、会

員 4 名が強制わいせつ罪で逮捕されるという出来事

がありました。会員 4 名のうち 60 代以上の 3 名はい

ずれも会長経験者であったということです。事案の概

要としては、コンパニオンとして呼んだ 2 名の女性に

対し、具体的な行為内容等は明らかにされておりま

せんが、わいせつな行為をしたということで被害届が

出され逮捕に至ったということです。 

これを受け、当地区でも、松本ガバナーより各クラ

ブ会長宛に、ロータリーの公共イメージ向上のために

多くのロータリアンが懸命に努力している中で、今回
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の出来事は本当に残念なことであるとの遺憾の意が

表明されるともに、ロータリアンの行動規範の第 5 項

を引用され、注意喚起がなされております。 

今回の出来事は、非常にショッキングなものでした

が、私は職業が弁護士ということもあって、注意喚起

ということだけでなく、色々なことを考えてしまいます。

今回の被害者は、コンパニオンさんということですが、

コンパニオンさんというと、酒席でお酒のお酌や会話

の相手をする職業でありますので、非常に言葉の選

択が難しいですが、ある程度、お客様である男性との

接待関係・接触関係が予想される職業を担っている

方ということになります。そのような方が被害届を提出

するということは、相応の程度を超える行為の被害を

受けたのか、あるいは、何か背景事情でもあるのかと

様々な想像をしてしまうところであります。 

とはいえ、刑事司法上の大原則としては、有罪の

判決を受けるまでは無罪の推定が及ぶということでも

あり、また、最新の情報では、先日すでに全員が不起

訴処分とされたということでもありますので、結局それ

以上のことについては藪の中ということになりそうで

す。 

当クラブの会員は、皆さん紳士で楽しくお酒を召し

上がる方ばかりなので全く心配しておりませんが、今

回の出来事を真摯に受け止め、改めて、四つのテス

ト、ロータリーの目的、ロータリアンの行動規範の基本

を皆で確認致しましょう。 

そして、話はガラリと変わりますが、先日、会田さん、

髙さんから本年度をもってクラブを退会する旨の退会

届が出され、理事会で受理承認されました。本当に

残念なことですが、これまでのお二人と過ごした時間

に感謝しながら、また、今後ロータリーを離れてもどこ

かでまたつながることを祈りながら、お二方をお送りし

たいと思います。 

皆様におかれましても、会田さん、髙さんにお声掛

け頂き親睦を深めて頂くようお願いします。 

会田さん、髙さん、これまでありがとうございました。 

本日の会長挨拶は以上です。本日もどうぞよろしく

お願いします。 

 

幹事報告 

 
今井 英治 幹事 

（地区より） 

・財団ニュース6月号が届いております。今回は、ウク

ライナ危機へのロータリーの対応等について書か

れております。是非、ご覧になってください。 

・青少年交換委員会より 2023-24年度青少年交換派

遣候補生募集説明会ご案内が届いております。次

年度、担当者様 ご確認 宜しくお願い致します。 

 

（クラブより） 

・北本ロータリークラブ 45 周年、桶川イブニングロー

タリークラブ25周年の創立合同記念講演会のご案

内が届いております。ご関係者はご確認、宜しくお

願い致します。 

・5/11 日に、卓話でお越し頂きました、埼魂喝采の会 

田崎尚樹会長より、8/13 日越谷サンシティ大ホー

ルにて開催する「息吹～現代版組踊～」の後援の

お願いが届いております。皆様のご協力をお願い

致しますと、ご案内が届いております。 

・東武よみうり新聞に、5 クラブ合同例会の記事が掲

載されました。モルドバ共和国に支援金 100 万円

を送らせて頂いた記事となっております。掲示板に

貼っておきますので是非、ご覧ください。 

・本日第12回最終の理事役員会が、サンオーク美都

炉にて、18：00～予定しております。理事役員の方
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は、宜しくお願い致します。 

・6/8日 18：00～正八寿司にて、引き継ぎ会を予定し

ております。出欠の FAX がまだの方は、お早めに

幹事今井まで宜しくお願い致します。 

本日の幹事報告は、以上になります。 

 

結婚記念・誕生日祝い 

（結婚記念） 

松﨑 義一 会員 ・ 吉澤 晴雄 会員 

髙橋 忠克 会員 

 

（誕生日祝い） 

関 雄二郎 会員 ・ 丸林 綾子 会員 

 

 

 

 

 

松﨑 義一 会員 

 皆様こんにちは。今から 34年前、上野タカラホテル

で 6月 10日に結婚式を挙げました。普通ですと結婚

式の次の日に新婚旅行に行くパターンが多いと思い

ますが、うちは異例でした。結婚式の翌日 10日間ぐ

らいは留守番しろとのことで、家で女房と一緒に留守

番していました。なぜならば、その間はうちの両親と

お知り合いの方が旅行に行くとのことでしばらく帰っ

てこなかった為だというのを記憶しています。 

何はともあれ無事に病気もしないままに 34年間来

ております。私は周りの方に聞かれた時はいつも「両

親に感謝しています」と言っています。なぜなら健康

で病気をしない身体に産んで頂いたからです。 

今後とも病気しないように無理をしないように皆様と

ご一緒に活動をして参りたいと思いますのでよろしく

お願いいたします。 

 

お客様挨拶 

 

ベルヴィギャザホール 

統括マネージャー 菊池 隆明 様 

 皆様こんにちは。本日は 6月 29日開催されます中

澤会長の最終例会でお手伝いさせて頂くということで、

長谷川社長のご厚意によりこちらに貴重な時間にご

挨拶をさせて頂くことになりました。私共も色々なクラ

ブの方のお手伝いをさせて頂いておりますが越谷北

ロータリークラブ様の皆様の施設だったり熱量だった

り、他のクラブと違う色がありまして私も戸惑っていると

ころであります。 

コロナが明けたとしてもブライダル業はまだ 8割減

の状態です。数字で分かりやすく説明しますと、ギャ

ザホールは通常年間約 2億円の宴会や行事がありま

したが、ここ 3年間は約百数十万までになっています。

多少落ち着いたとはいえ、まだまだコロナの煽りも否

めません。そのような中、29日にお手伝いをさせて頂
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ける件で御礼をお伝えさせて頂ければと思います。 

 もう一つ、私事のお願いになりますが昨今宴会やパ

ーティーは難しい状況であります。その中で、毎月の

積立ができる新しく会員制度を始めております。もし

少しでも事業を助けてあげようかなと声をかけてくださ

る方がいらっしゃれば是非私の方にご一報頂ければ

幸いです。よろしくお願いします。 

 

 

米山記念奨学生 王学朋 様 

 皆様こんにちは。今日は例会参加、奨学金ありがと

うございます。最近は卒業論文のために研究調査を

準備しています。今月来月には調査に行くと思いま

す。調査内容は「不登校」についてです。現地調査を

行いますが、東京や横浜になります。調査の時は、毎

週の例会に参加できないこともあるかもしれませんが

出来るだけ参加したいと思っています。これからもよ

ろしくお願いします。 

 

委員会報告 

会計 堀野 眞孝 

 6月は年度末です。出金は 6月 15日までとさせて

頂きますのでよろしくお願いします。以上です。 

 

副幹事 江口 公晴 

本日例会終了後、第１回被選理事会を開催します

のでよろしくお願いします。午前中の奉仕プロジェクト

部門の委員会にご出席の方には資料を先に渡して

おりますが、協議会からご参加される方は例会終了

後私までお申し出ください。 

 

会員卓話 

 

太田 靖彦 会員 

「両親の思い出」 

 私の半生を振り返って、少しでも両親の思い出にな

ればと思います。 

 私は生まれた時は苗字が違います。父小林安雄、

母フジエの長男として1938年（昭和 13年）に旧満州、

今の中国東方地方のソ連に近いハイラルで生まれハ

ルビンで育ちました。父母共に熊本県の天草の出身

です。父は大正 2年、母は大正 9年の生まれです。

ちなみに母と私は 17歳 8か月しか違わず、今では考

えられません。親父は 95歳で、おふくろは 3年前 97

歳で亡くなりました。 

なぜ太田姓になったかと言いますと、父の祖母が

太田家の出で太田家に跡継ぎがいなく、次男の父が

親子3人で私が2歳の時に養子縁組をして苗字が変

わった経緯があります。 

 父はハルビンの郊外にあった小野田セメントに勤務、

そこで終戦を迎えました。私が 1年生の時です。私は

戦前の小学校に 4か月ほど通いました。 

 終戦の時、父は 32歳ぐらいだったのですが、セメン

トが国策として大事だった為か頑丈な男にもかかわら

ず戦争には行かずじまいでした。 

 戦後まもなくソ連軍の兵が来て怖い思いをしたこと

を幼心に覚えています。終戦後一年間は現地にとど

まり、父は投網を自分で作り、川で魚を取り、街に売り

に行き、また家財道具を売り生活をしました。 

 少しハルビンの街の話をしますと、私は歴史に詳し
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くありませんが 1910年代ロシア革命によって追われ

て中国に来たロシア人がハルビンの街を作り、街には

松花江、ロシア名でスンガリーの川が流れヨーロッパ

的な街でした。そんなわけで街にはロシア料理の店も

多く、日本に戻る際に持っていく物も限られています

からすべての家財道具を売り払い、家族で最後の晩

餐ではありませんがロシア料理を食べたことを微かに

覚えています。 

 私が小学 2年生になった 8月のある日。ハルビンを

出発しました。今なら新潟空港からハルビンまで 2時

間ぐらいの空の旅が、親子5人とその他社員とその家

族で移動しました。父が若いという事もあり、班長さん

みたいなことをしていました。ある時は歩き、また屋根

のない列車に乗り、橋が爆破された時は川の浅瀬を

探して、歩き一か月半程で朝鮮半島までたどり着き、

10月の暮、秋深まる博多港に帰ってきました。 

 今考えれば私達は本当に運が良く、父が戦争に行

かず家族全員だから帰ることが出来たのだと思いま

す。母一人では男の子 3人、一番下は 2歳、到底無

理で戦後問題になった残留孤児になった可能性は

充分にあったと思います。2歳の弟は日本に帰って

二年後に亡くなりました。 

 一旦天草に帰り、父は日本の小野田セメントの門司

工場に復帰。私は一年間学校に行っていませんでし

たが留年はせずにそのまま 2年生の 3学期から入学

しました。引揚者の多くは一年留年してまた一年生に

なる人が大半でした。 

 父は大正の人で天草育ちですから、高等教育もそ

んなに受けていないと思います。せいぜい高等小学

校止まりだったでしょう。それでも努力をして課長には

なっていました。 

 家庭的には、父は 2歳で父親を亡くしたこともあっ

たため大変子煩悩でした。安月給のサラリーマンでし

たが、地元ではなく東京の大学に男兄弟二人を行か

せてもらい感謝しています。私の大学受験の折は、

夜汽車に乗って東京までついて来てくれました。 

私は 7年のサラリーマン生活の後、縁あって今の

仕事に就きましたが、大変残念なことに休みのない仕

事で正月に帰って親父と酒を酌み交わすことも出来

ず、そのうちにと思っているうちに父も年を取り、入院

してしまい一度も実現しなかった事を後悔していま

す。 

 

 

松井 昭夫 会員 

「両親の思い出」 

 皆さんこんにちは。今日は、私の父と母の思い出と

いうことでお話させて頂きます。 

 父は明治 39年 1月松井初治、母は明治 39年 1

月松井フイの両親の次男坊として昭和 21年 9月 21

日に生まれました。出身は現在の上越市です。女 3

人男 3人 6人兄弟です。 

 私の小さい頃は終戦後ということもあって食べ物に

は結構苦労した記憶があります。白い米はなかなか

食べることが出来ず、籾摺りをした後にタテ線の下の

くず米を臼で挽いて粉にしてそれを団子状にして囲

炉裏で焼いて焼き餅として食べるのが日課でした。 

 やはり米を農協に納めて収入を得ることが 1番大事

なことでしたので仕方のないことだと思っておりました。

そんな中で母が偶にカレーライスを作ってくれる時が

ありました。田舎ではカレーライスを食べる機会が少

なく、カレーの中の肉が目当てでしたが肉を探すのが

大変であるのはジャガイモが殆どでした。肉欲しさに

つい食べすぎてしまった事を思い出します。 

 私は小さい頃身体が弱く、食べ過ぎると寝込むこと

が度々ありました。そんな時には母に随分面倒をかけ
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た思い出があります。 

母は今思いますと一生働いていたのかなと思いま

す。畑、田んぼと家に居ない時はどちらかに行ってお

りました。耕運機はありましたが、その頃は田植え機も、

稲刈り機も無く、田植えは手作業で稲刈りは鎌の手

作業でした。中には膝まで浸かるような田んぼがあり

まして、母が黙々と田んぼの整地と田植え稲刈りを行

っていたのが思い出されます。母の仕事が長引きそう

な時は、私が食事の支度をした事もありました。そん

な事でご飯炊き味噌汁は偶にやる時もあります。です

から、ジャガイモの皮むきは今でも上手くできると思い

ます。 

母が一年中の中でのんびりしていることを見たのは

8月のお盆休みで実家に一泊泊まりで帰る時ぐらい

ですかね。母の愚痴は聞いたことがありませんでした。

母と私の年間の行事と言いますと、年末に掛けて正

月用の餅つきを母と 2人杵臼で 10臼つく事と、その

頃は自宅で味噌を作ることが田舎では当然のように

行われていましたので、雪の多い冬は春先に使う縄、

米を入れる俵等、木槌で稲藁を柔らかくして作ってお

りました。雪と言いますと、私が田舎にいたころは非

常に多く 3m くらい降るのが当たり前でした。一家総

出で雪かきをしたものです。母はその頃から少し腰が

曲がり始めていましたが、黙々と雪かきをしていたこと

を思い出します。 

母の思い出の中で、母は民謡を歌うのが得意でし

た。菩提寺（ぼだいじ）の住職が来て仏壇にお経を挙

げた後に住職が母に民謡をお願いしていた事は今で

も鮮明に覚えています。得意の曲は「江差追分（えさ

しおいわけ）」でした。その江差追分をお酒を飲みな

がら住職が満足そうな顔をして聞いていたことを今で

も覚えております。 

そして私は、昭和 40年に上京しまして村山鋼材で

サラリーマン生活を 8年経験しまして、昭和 48年に

今の会社を設立しました。その 2年後、母との別れが

訪れました。昭和 50年 4月 13日に母は旅立ちまし

た。 

亡くなる当日、私と妻で見舞いの際お医者様が来

ておりましたので「母も元気そうなので、今日帰っても

良いですか」と聞きましたところ「今日が山ですね」と

言われましたので、帰るのをやめて様子を見ていまし

たら急に母が大きな声で話し始めました。約 15分位

話をしていると話し声が小さくなり、始めて父が仏壇

から鐘を持ってきて母の枕元で鳴らしました。最後の

別れを家族で送ることが出来ました。その時、妻のお

腹には長女を身籠っておりました。その後、6月14日

に長女が誕生しましたので、私は母の生まれ変わりと

信じております。母に結婚式に参列してもらえなかっ

たのは今でも心残りです。 

それではこれから父の話をしたいと思います。父と

の思い出は、6人兄弟の次男坊ということであまり大き

な思い出はありません。村役、お寺の役員をやったり

してその帰りによくお酒を買ってきて自宅で一杯やる

のが好きでした。よく知り合いのお家に遊びに行った

りして、お袋が迎えに行ったりしていた思い出がありま

す。そんな父でしたが、あまり勉強しろとか細かい事

を言うことはなかったと記憶しています。 

ある時、父から囲炉裏に呼ばれて「兄貴が東京に

出ていて帰れないから、お前がこの家の跡を継げ」と

言われた時に、私も高校を卒業したら東京に出たい

想いがありましたので初めて親に反抗して父の頭を

叩いた記憶があります。それでも父と母は、私が叩く

のを止めるまで何も怒らないでいた事を思い出しまし

て後悔しております。父も私の想いがわかって多分何

も言わなかったのかなと解釈しています。 

そんな父が、川口の私のアパートに長女の顔を見

に来たよと遊びに来てくれました。田舎に居ると色々

気遣いをしている様子が感じられましたので、滞在中

はのんびりとさせてあげました。そんな父も田舎に帰

る時に私の妻はよく出来ている大事にしろよ。と言わ

れた言葉が私の父の言葉の宝でした。その後、私も

会社を始めて間もない時でしたので、田舎に年に一
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度墓参りを兼ねて父の顔を見に行き、お酒を飲みな

がら色々話しをするのが楽しみでした。 

そんな父とも別れる日が来ました。昭和59年12月

21日、雪の多い中旅立ちました。父の旅立ちも一つ

のドラマみたいな感じで、旅立ちの当日はお花を買

って床屋に行って、いっぱい飲んで、お風呂に入っ

て、脳溢血で亡くなりました。ですから、顔を見た時は

まだ寝ている感じがしました。私も出来るなら、こんな

旅立ちをしたいと思っています。 

親孝行したいとき親はなしと申します。私はそれが

できなくて残念な思いがいっぱいです。皆様もお父さ

んお母さんを大事にしてあげてください。 

最後に、私のもう１人の親の話をしたいと思います。

それはロータリー入会の時にお世話になった太田さ

んの話です。ご清聴ありがとうございました。 

 

  

・ベルヴィギャザホール統括マネージャー菊池様、本

日はようこそ。最終例会どうぞよろしくお願いします。

王君、毎回出席ありがとう！ 

中澤 伸浩 

・太田さん、松井さん、本日卓話宜しくお願いします。 

今井 英治 

・本日の第一回被選クラブ協議会、よろしくお願いし

ます。  

大島 直幸 江口 公晴 大濱 裕広 

市川 洋和 宮﨑 敏博 新沼 徹 

・先月誕生日、結婚記念日ありがとうございました。 

本間 睦人 

・結婚祝いありがとうございます。今後ともよろしくお願

い致します。 

吉澤 晴雄 

・太田様、松井様、卓話よろしくお願いします。結婚

記念ありがとうございます。 

 松﨑 義一 

・太田さん、松井さん、卓話楽しみにしております。 

小林 光則 

・お客様ようこそ！太田さん、松井さん本日卓話楽し

みにしています。 

関森 初義 中村 隆雄 大熊 正行 

須賀 篤史 鈴木 英男 近藤 慎悟 

・暑くなりましたね。健康に留意してください！本日早

退よろしくお願いします。 

小林 操 

・まもなく梅雨入り。体調に気を付けましょう‼ 

太田 靖彦 

・世界平和の為に！心から祈ります。 

堀野 眞孝 

・世界平和の為に。 

髙橋 忠克 

・本日宜しくお願いします。 

松井 昭夫 関 雄二郎 髙 瑠美子 

 

 

出席報告 

会員数          43名 

出席者          37名 

出席率          90.0 % 

 

 

 

大島エレクトの力作が置いてありました。 
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