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第2755例会	 平成 29 年 4 月 5 日（水）

点　鐘 松波 登 会長

スマイル体操 山川 哲史 親睦委員長

司会と斉唱 野口 隆一 会場監督
小林 美和 ソングリーダー

「君が代」「奉仕の理想」

出席報告 北村 善市 出席委員

会員数 58 名 出席 37 名 欠席 21 名
（対象外 5 名） 出席率 69.81%
前々回訂正 欠席 28 名 MAKE UP 10 名

（対象外 8 名） 訂正出席率 80.77%
欠席者

朝山君 花田君 濱田君 洪君 小林（政）君 
貝田君 上山君 三浦君 溝淵君 松下君 
茂木君 三平君 柾木君 岡本君 大部君 
大塚君 重田君 佐久間君 塩田君 谷口君 
渡邊（敏）君 

お祝い 藁科 義弘 親睦委員
お誕生日おめでとうございます！

 ●会員誕生日
石井 弘 会員 金子 房一 会員 
花田 薫 会員 溝淵 哲史 会員 
小林 政男 会員 朝山 浩 会員 
石坂 想 会員

 ●ご夫人誕生日
甲田 明子 様 宮崎 京子 様 山川 真由美 様 
峯岸 亜矢 様 上山 実帆 様
 ●結婚記念日
岡本 徳彌 会員 渡邊 敏久 会員 金子 房一 会員 
宮崎 秀樹 会員 小林 政男 会員 帯谷 昌充 会員 
上山 剛志 会員
 ●入会記念日
若林 潤 会員 小澤 秀昭 会員 重田 洋一 会員 
横山 芳春 会員 峯岸 雅宏 会員 野口 隆一 会員
 ●年間出席率 100% 以上
2014-15 年度、2015-16 年度の年間出席率が 100%
以上の会員にバッヂ贈呈

会長報告 松波 登 会長
1. 転勤のご連絡

・横浜銀行 武蔵小杉支店 支店長 渡辺伸一会員
・神奈川銀行 中原支店 支店長 塩田 聡会員

2. 理事会報告
3. クラブ協議会開催日変更

4 月 12 日 （水） に予定していましたが、4 月 26 日 
（水） に変更します。全会員出席にて開催いたします。

4. クラーク記念国際高校横浜青葉キャンパスより、入
学式のご案内状を頂戴しました。
日時：4 月 9 日 （日） 13：00 ～ 15：00
会場：ホテル KSP　※戸川会員が出席予定

5. 石塚ガバナー補佐より、本年 6 月末の会員数予測に
ついて報告の依頼がございました。

幹事報告 帯谷 昌充 副幹事
1. 地区からの来信

 • 第 18 回ロータリー国際囲碁大会のご案内
日時：6 月 3 日 （土） 15：00 集合
会場：台湾・桃園市大渓区 Rosa Garden
※参加希望者は事務局までお問い合わせください。

 • 4 月のロータリーレート
1 ドル＝ 116 円

2. 他クラブ例会臨時変更
●川崎中原 RC

4 月 20 日⇒  22 日 （土） 
ロータリー経営大講演会参加 
神奈川県民ホール 点鐘 13：00

4 月 27 日 （木）  定例早朝例会を昼例会に変更 
ホテル精養軒 点鐘 12：30

5 月 4 日 （木・祝） 休会
5 月 11 日 （木）  定例早朝例会を昼例会に変更 

ホテル精養軒 点鐘 12：30

委員会報告
山川 哲史 親睦委員長

・ 4 月 21 日の川崎フロンターレ応援観戦は若干席に
余裕があります。

・ 5 月 31 日の親睦会場が屋形船に決定しました。詳
細はポスティングします。



横山 芳春 ゴルフ同好会幹事
3 月 29 日 （水） に行われた第 3 回松波会長杯の結果
をお知らせします。
優勝：相良 久征 会員
準優勝：大塚 正一 会員
第 3 位：宮崎 秀樹 会員

入会卓話

齊木 貴 会員 『私の生い立ち』
父が川崎北 RC で永くお
世話になりましたので、
父のことはご存知と思い
ます。今ではこんな体格
の私ですが、昭和 27 年
に私が産まれたとき、母
親は栄養失調状態で、予

定より 2 ヶ月早く産まれた私を見た叔父は、「この子は
育たないのではないか」と心配したそうです。
最初の記憶
昭和 30 年、3 歳のころから鮮明な記憶があります。現
在の武蔵小杉駅前にはビルなど何もなく、野原が広が
り、富士山がよく見えました。そのときから、祖母が
営む煙草屋を手伝っていました。3 歳でも代金の計算が
できたのですが、掛け算はできなかったので、お客様
が 2 箱以上お買上げのときは、祖母を呼びに行った記
憶があります。もう少し大きくなると、薪割り、風呂
焚き、冬場の火おこしなどの手伝いをしました。何も
ないところで、幼稚園に入るまでは友達もいなかった
ので、ミミズを相手に一人で泥遊びをして過ごしました。
少年時代
父母は新丸子で営む洋品店の 2 階に住んでいましたが、
私は祖父母と過ごしていました。家業で商売をしてい
たので、住み込みの従業員の人たちがお兄さん、お姉
さん代わりでした。近隣には 3 階建ての鉄筋コンクリー
ト住宅や、造船会社など日本を牽引する企業の庭付き
一戸建て社宅が建つようになり、そのような家の子供
と遊ぶようになりました。今では考えられないような
いたずらをしたこともありました。
特に小学校低学年の間は勉強に全くついていけず、勉強
は大嫌いでした。中学校を卒業するとき、身長は 170cm
ありましたが、体重は 40kg くらいのひ弱な子供でした。
転機となった高校時代
高校は、父が卒業した全寮制の高校に入りました。規律
や先輩後輩の関係が非常に厳しく、挨拶の声が小さい
というだけで問題視され、指導されました。起床は朝 6
時で、1 年生は徹底的な掃除をします。寮では 24 条の

「生活の心得」という厳しい決まりがあり、例えば先輩
に随行する際の位置取りまで定められていました。
私は窮屈な生活の逃げ場を剣道部の部活動に求めまし
た。一生懸命に武道を続けることで、理不尽な仕打ち
を受けなくなりました。気力・体力が充実し、硬派を

地で行くようになりました。
高校卒業後
高校時代は寮生活に疲れてほとんど勉強していなかっ
たのですが、親が浪人をさせてくれました。浪人時代
に勉強するために学生村で過ごしたとき、大学生から

「君は良い高校時代を過ごしたね」と言われ、目から鱗
が落ちました。
慶応大学に進学し、新入生のときに日吉のキャンパスを
歩いたときは、顔つきが険しかったようで、誰も声を
かけてくれませんでしたが、大学生活で角がとれ、4 年
生のときに新入生と間違われて勧誘をされたことがあ
ります。大学卒業後、イトーヨーカドーに就職し、4 年
間、寝食を忘れて仕事に打ち込みました。その後、父
の会社に入り、現在に至ります。
両親に感謝
昔は両親のことを嫌っていましたが、だんだん有難味
がわかるようになりました。ひ弱でどうしようもなかっ
た自分を見守り、支えてくれたことを非常に感謝して
います。誰にでも転機はあるのだなと実感し、今はや
んちゃな自分の孫の今後も楽しみです。

ニコニコリポート 峯岸 雅宏 副会場監督
松波 登 会長、帯谷 昌充 副幹事

齊木さん、本日の卓話楽しみにしています。がん
ばってください。

武田 信平 君
先週 4 月 1 日、J リーグ第 5 節 フロンターレ対ベ
ガルタ仙台の戦いがユアテックスタジアム仙台で
行われました。フロンターレは 10 人を超える選
手が怪我で離脱する中、チームの柱である大島選
手とネット選手も負傷退場し満身創痍。敵に押し
込まれ苦しい場面はあったものの、若手が力を発
揮し 2 対 0 で勝利しました。5 月になると怪我人
が戻ってきそうなので、今月いっぱいは残った選
手で踏ん張ってほしいと思います。

戸川 俊雄 君、横山 芳春 君、山川 哲史 君、クルーズ 由美子 君、
色摩 和恵 君、藁科 義弘 君、小林 美和 君

齊木さんの入会卓話、楽しみにしていました。が
んばってください。

相良 久征 君
第 3 回松波会長杯で優勝いたしました。一緒に回っ
ていただいた宮崎さんの指導により OB 連発を回
避できたことが勝因です。ありがとうございました。

齊木 貴 君
今日は入会卓話をさせていただきます。よろしく
お願いいたします。

ゴルフ同好会
大塚会員、若林会員より、先日の 6RC 合同コンペの賞
金をニコニコに入れさせていただきます。


