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国際ロータリー･テーマ

今年度会長テーマ

第2154回例会 2011.1.27

温故知新 そして 和

地域を育み、
大地をつなぐ

■司会：
　五十嵐例会運営委員

■点鐘：小町次年度会長

■会長報告 小町次年度会長

■合唱：ロータリーソング
　｢それでこそロータリー｣

◆ソングリーダー：
　野澤会員

牛口蹄疫に続いての大打撃のようです。人へのイ
ンフルエンザも今年は幼児ではなく20代、30代の
若者に流行しているようです。高熱、喉の傷みが
症状です。手洗いとうがいは欠かさないことのよ
うです。また景気の動向も横ばいになってきつつ
あると言われていますが、小売・建設業はまだま
だ厳しい状況に置かれています。春を迎えて行く
中で明るいニュースを期待したいものです。
先般、西洋のルネッサンス時代に日本も室町ルネ
ッサンスと呼んでもいい時代に文化、技術の発展
がめざましかったようです。最近、もともと持っ
ている四季の季節感を大切にした感性を見直して
落ち着いた生活を求める日本人が年齢を問わず増
えてきているように感じます。少子高齢化時代を
迎え大地に足を付けた生き方が望まれてくると確
信しています。
本年度の山本会長のクラブテーマを唱和させてい
ただきます。
｢温故知新｣古きをたずね新しきを知ればもって師
となるべし。
例会出席率90％以上、会員拡大、例会出席を楽し
もう、そして会員卓話を盛り上げよう。本日の卓
話は私が再入会する時のアドバイザーでもある村
越会員と、常に筋の通った行動、言動を実践して
いる嶋田会員です。どうぞよろしくお願いします。

皆さんこんにちは。本日の例会は山本会長、中丸
幹事、樺澤・町田両宜野湾ＲＣ友好委員が宜野湾
ＲＣ45周年記念例会に出席の為、私と野村副幹事
が代行して務めさせていただきます。早くもトレ
ーニングをさせていただき緊張でもありますが、
ありがたいです。
今、鹿児島、愛知、高知県で鳥インフルエンザの
ウイルスが感染拡大していて養鶏業者にとっては

■幹事報告 野村次年度幹事
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■東村山防衛協会：
　新年会の案内の受理
　2011年1月22日　13:30～　　懇親会　15:30～
　於　三光寿司

■東村山ＲＣ：
　2008～09年度会長会の案内について
　2011年4月7日(木)　18:00～
　於　五色(立川南口)

■国際ロータリー：
　2011～2014年試験的プログラムについて
　2011年7月1日～2014年6月30日
　下記4つの試験的プログラムの実施
　①衛星クラブ試験的プログラム
　②法人会員試験的プログラム
　③準会員試験的プログラム
　④革新性と柔軟性あるロータリークラブ試験的
　　プログラム

■東京武蔵野ＲＣ：
　鈴木照夫前地区幹事叙勲祝いの会の案内の受理
　2011年3月3日(木)　18:00～
　於　吉祥寺第一ホテル

■東村山市防衛協会：
　新年会の御礼状の受理

■ロータリー財団委員会：
　2012年度ロータリー平和フェローシップ候補者の
　推薦について
　〆切り　クラブあて　　3月14日(月)必着
　　　　　地区委員あて　3月16日(水)必着

■回覧：
　2011-12年度国際ロータリー会長テーマロゴ入りネ
　クタイ

■ガバナーエレクト事務所：
　周年行事等の問い合わせについて
　次年度ガバナー公式訪問のスケジュール調整の為
　必要な行事等の報告を2月15日(火)までに

■東京本郷ＲＣ：
　｢職場体験発表会｣出席のお願いについて
　2011年2月18日(金)　15:00～
　於　文京シビックセンター

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

34 26 0 5 83.78

■出席報告 田中例会運営委員

■前々回メークアップ修正後前々会欠席：3名
■前々回出席率メークアップ修正後：90.63％
■前々会メークアップ者：
　飯田会員：田無けやきＲＣ
　金子会員：所沢中央ＲＣ
　北久保会員：所沢中央ＲＣ
　二ノ宮会員：所沢ＲＣ
　土田会員：清瀬ＲＣ
　當麻会員：東大和ＲＣ

相羽クラブ管理委員■ニコニコＢＯＸ

◆相羽会員：今年はじめての例会参加になります。
　　　　　　今年もよろしくお願い致します。
◆小町会員、野村会員：
　　　　　　本日、山本会長、中丸幹事が宜野湾Ｒ
　　　　　　Ｃ45周年式典参加の為、次年度コンビ
　　　　　　で頑張ります。
◆戸澤会員：小町次年度会長、野村次年度幹事さん
　　　　　　デビューおめでとうございます。又相
　　　　　　羽会員お久しぶりです。
◆村越会員：例会でお話しを聞いて頂きありがたい
　　　　　　と思いニコニコを入れさせて頂きます｡

本日のニコニコ合計：   10,000円
　　累　　　計　　：  871,019円

■委員長報告

■野澤会員

時間があるとの事なので、少しお話をさせて頂き
ます。最近殺人とか虐待とか物騒なニュースが多
いようです。先日食事時にある殺人事件のニュー
スが、テレビで流れていて孫も無意識で聞いてい



東京東村山ロータリークラブ

ました。ほぼ1時間おきに報道されているので、
ＮＨＫの意見苦情受付電話に電話して、この後も
同じニュースが流れるのか確認したところその予
定ですとの事だったので、これだけ頻繁に流され
ると洗脳されてしまうのではないか？何故そんな
に頻繁に流すのか？これでは子供達は、殺人が当
たり前のように育ってしまう。ヨーロッパのある
国では、子供達がいる時間帯は、残酷なニュース
は流さないという話を聞いた事がある。
この電話をしたことで、何か検討するのか確認し
たら、意見は録音され確かにお聞きしましたとい
う事！！ふざけた事を言ってます。もう一つべつ
のお話で、最近伊達直人を名乗るタイガーマスク
の良いニュースもありますが、ご寄付するときは
十分注意して、相手先を正確に指名して記載し、
送らないと自分の意志に沿った結果にならない事
もある。例えば、東村山にある武蔵野幼稚園の為
にと書いて、敷地の中に置かないとだめです。こ
の中にも伊達直人さんがいるかもしれませんので
物を送る時は是非気を付けてください。以上余計
なことを申し上げました。

皆さん今日は。私は、平成15年7月にむさしの幼稚園の
野澤先生の紹介で、東村山ロータリークラブに再入会
させて頂きました。早や7年が過ぎ出席率もよくありま

せんが、何とか続けさせていただいております。
一つだけ皆さんが出来なかった良い事を致しました。
それは、会長だった野澤先生が一番困っている時に今
事務局にいる菱沼さんを紹介し、入ってもらった事です。
前任者が一年くらいの勤続で退職してしまい、野澤先
生が大変困ってらっしゃいました。私が電話でなく幼
稚園さんに伺い、菱沼さんのお話をしました。菱沼さ
んのお子さん３人共むさしの幼稚園さんを卒園されま
したが、野澤先生には何の記憶もないのです。職員室
へ行き奥様に聞いて初めて分かったようでした。
東村山ロータリークラブのマドンナ、男性社会に強い
菱沼さんの本領が発揮され、今は事務局も安泰してい
ます。ロータリークラブの為陰の大きな功労者だと思
っています。皆が困った時に何かをしてあげると云う
事は、人間だてにお飾りを多く、くぐっていないと云
う事です。
話は戻りまして、私が初めて入会したのは昭和49年5月
23日でした。竹内商事、竹内プロパンさんの先代社長
さんからの紹介で入会致しました。
当時は埼玉銀行(今のりそな銀行)の2階で行っていまし
た。人数が一番多い時で63名位会員が在籍していたと
思います。銀行さんだけで6行、埼玉、拓銀、青信、農
協、協和、第一勧銀等が会員で来ていました。
会長が木下工務店の木下さん、幹事が光建設の鈴木さ
んでした。当時私は43才で一番若い会員でした。年齢
的にも一番使いやすい年頃だったのか、何かというと
村越と云う事で下働きをさせられました。特に宝石業
の宮後さん、光建設の鈴木さん等から｢おい、村越｣と
呼び捨てで仕事をさせられました。
ロータリークラブへの入会は竹内商事さんへの義理と
云う感じで良く話を聞きもしないで、木曜日12時に埼
玉銀行に来てくれと云うので気楽に行った所、野沢良
助さん達に紹介された後、すぐに赤いたすきをかけ入
り口でＳＡの仕事をさせられ、これは大変な所に来て
しまったと思いました。次回までに1年分の会費と入会
金等で38万円位持って行って支払いました。商売始め
て6年目、地所を買ってお店を作ったばかりで借金は沢
山ありましたが、余分なお金はありませんでした。
当時は、高いなあと云う記憶が残っています。東村山
の名士の方がたくさんいらっしゃいましたし、竹内さ
んのお顔をつぶすわけにもいかないと云う事で、身分
不相応だと思いましたが、入会させて頂きました。
当時の事務局は川島さんと云う年配の方でした。
しっかりした方で休むと入り口で｢メーキャップはどこ
でしてきましたか？｣と一番先に聞かれました。休むと
メーキャップで追われ忙しかったです。ロータアクト
が始まったばかりで若かったので、その役を仰せつか
りました。木曜日の夜がロータアクトの日で、昼間出
て少し仕事をして、夜ロータアクトと大変でした。
当時は会員も多くクラブの一番活気のあった時でした。
駅から近くメーキャップの方も多かったように覚えて
います。お客さんが多いと食事が足りなくなって何回
か外へ買いに行って食べた記憶が残っています。久米
川病院の阿部院長先生が貧しい国の人達に少しでも多
く援助しようと云う事で昼食の予算を減らしていった
ので、だんだん粗末な食事になり寂しさを感じたのを
覚えています。今は東村山給食センター木下さんのお
かげで毎回おいしい栄養のあるお昼を食べさせていた
だき感謝しています。
東村山で商売を始めさせて頂き45年になります。5坪の
借店から始まり、まがりなりにもお店が潰れる事なく
45年続けてくる事が出来たのは、お客様始め、私共を
引き立て助けて下さった地域の方々のおかげと感謝し
ています。

■村越会員

野澤会員の呼び掛けで、1月23日(日)に入会して
もらいたい方々に集まって頂きました。ロータリ
ークラブに入会するには、奥様の協力があると良
いという観点から今回は、ご夫婦で食事会に参加
してもらい説明をいたました。当日は2組のご夫
婦と2人の方に来て頂きました。今迄にないスタ
イルなので手応えもあり、良かったと思います。
2月3日の例会にお誘いしてあります。(野村さん
ご夫妻・税理士の高橋様・設計会社の木島様・樋
口会員の友人で泉様)今後も色々な方法で勧誘し
たいと思いますので、宜敷くお願いいたします。

■漆原会員増強委員長

■卓話(イニシエーション･スピーチ)



東京東村山ロータリークラブ

■点鐘：小町次年度会長

土方先生特に都議会議員だった先代の土方先生、熊木
市長さん、今当クラブの会長山本さんの義理のお父さん、
お母さん、木下工務店の社長さんなどです。
ロータリーに入会させて頂いたおかげで木下工務店さ
んともお知り合いになる事が出来、本当に良かったと
思っています。山本さんのお父さんに広くて駅から近
いお家を貸して頂き本拠地が出来ました。
話は変わりますが、会員増強で山本会長さん始め役員
の方が一生懸命頑張っていらっしゃいますが、一つ良
い夢のあるお話をさせて頂きます。
ちょっと先の話ですが、10年以上先ですが、我がクラ
ブから女性の会長が出現すると思います。狐につまま
れたと思いますが実現出来ると思います。私が退会し
たら我がクラブに娘を入会させようと思っています。
自分の娘をほめると云うのは馬鹿の骨頂ですが、真面
目でやりだしたらきちんと最後までやります。計画を
立てきちんと実行します。ＪＣに10年以上前に入会さ
せた時に、夜遅く迄自分の寝る時間を惜しんでやって
いました。娘が入会すると目時さんのお嬢さんも入会
すると思います。やりだしたら止まらない性質です。
親とは違い、しっかりしています。その時は我がクラ
ブも女性が増え華やかなクラブになっていると思います。
私はその頃この世には居られないと思います。今日此
の話を聞いてらっしゃる方も三分の一位は出席してな
いと思います。一言多かったでしょうか。
私が家内を亡くしてこの3月で満4年になります。葬儀
の時お忙しいのにお通夜に多勢のロータリアンの方が
お焼香にお出かけ下さった事に今でも心から感謝して
います。家内に先立たれたのは私と五十嵐さん位だと
思います。いまだに死んだと云う気は致しません。帰
ってくるんだと云う気持ちです。いくらか慣れましたが、
夕方お店から家に帰った時家の中が何となく冷たい感
じがします。夕方ですから暗いのは当たり前ですがそ
の気持ちがなくなるのはもう少し時間がかかると思い
ます。
そこで三つお話をさせて頂きます。
皆さんの家ではそんな事はないと思いますが、先日娘
に聞きました。まだ3ヶ月くらいまえの話ですが、お父
さんとお母さんとどちらが先に死んだ方が良かったの
かねと聞きました。私は、一生懸命娘が仕事のしやす
いように私の事は自分でやり、娘の夜の食事等私が作
るようにしてきました。時代のかわるのが早く私共の
仕事も花形から隅の方に追いやられる位維持していく
のがやっとと云う位になってしまいました。負債もど
んどん返済しやっと身軽になってきました。もし、私
が居なかったら、娘と家内だけでは、やっていけなか
ったと自負していました。ところが、あっさりとお父
さん先に死ねば良かったのにと言われびっくりしました。
それだけ娘と母親の絆は強いんだと云う事を改めて感
じました。
生命保険の件ですが、私にはがん保険から色々と3本以
上かけていました。家内は朝日生命一本しかかけてい
ませんでした。いつか何でかけないのかと聞きました所、
私より先に死なないからと、もし、死んでも後妻のた
めにそのお金が使われるのはいやだから私は入らない
と云いました。一本の朝日生命も娘名義で私の所には
何も入りませんでした。支払いの口座は村越政光、私
の所でした。家内のお骨は私共の仏壇に白木の箱で安
置されています。色々と誤解を招いたりする事もある
と思いますが、私は一番良いと思っています。その理
由は、親娘3人で今日迄頑張ってやってきました。家内
一人冷たい土の中に置いてくると云う事は可哀想でで
きません。墓地は大宮にあります。親も入っていますが、
姑と一緒にくらした事のないわがままな嫁が、死んで

からあの世で姑づとめをするのは、可哀想なのと寒い日、
雨の日、暑い時、一人では可哀想すぎて埋葬できません。
娘に私が死んだ時に一緒に入れてくれるように云って
私が家に置いてあります。戒名もつくりません。仏様
に会った事もないお坊さんに訳の分からない名前をつ
けらるのは、死んだ本人も私も望んでいません。そん
な事でつけていません。生きていた時に下にも置かな
いように大事にもしたわけではありません。けんかも
よくしました。死んで有り難みがよく分かりました。
いつまでも過ぎた事ばかり追っている訳ではありません。
なるべく忘れて前を向いて歩くようにはしています。
修身の教科書の乗るような人間ではないのに最後にし
おらしいお話をしてしまいました。
健康に気をつけロータリーを休まないように頑張ります。
お話を最後迄聞いて頂き有り難うございました。

時間が無いので別途イニシェーションスピーチの時間
を設けて頂けるとの事なのですが、少しお話しさせて
下さい。鳥インフルエンザの話が有りましたのでその
件で、鶏卵については、2・3万羽単位を鶏舎に入らな
いで自動で飼育し、2年経つと全部入れ替える。5棟有
れば10万羽として、卵一個2円として毎日20万円と言っ
た計算をします。餌屋さんが大事で倒産したら全部餌
屋が取ってしまう。なので鳥インフルエンザを発症し
た業者は大変可哀想なのです。宮崎県の口蹄疫も大変で、
牛は産まれてから3ヵ月で100キロぐらいにして、次の
飼育家に引き取られていきます。その後も業者が居て
順繰りになってます。宮崎県は優秀な種牛が多かった
だけにその打撃は大変です。また時間があるときに農
業のお話を致します。

■嶋田会員


