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◆ 会長挨拶
安濃和正会長
皆さんこんにち
は。8日の市民まつ
りではパレード及
び力持ち大会に大
勢の会員の皆様の
ご参加･ご協力あり
がとうございまし
た。森田委員長始め
社奉委員会の皆様お疲れ様でした。そして12日の夫
人部会は晴天の中、浜離宮散策･明治座観賞･桂花苑
での中華と1日楽しませて頂きました。須賀委員長を
始め親睦委員会の皆様ありがとうございました。ま
た昨日は雨と寒さの中、地区大会ポリオ撲滅チャリ
ティゴルフ参加の7名の皆様本当にご苦労様でした。
非常に辛いゴルフでした。
秋の長雨シーズンに入り天気予報によると台風21
号が発生したようです。少し台風の話をさせて頂き
ます。去年は26の発生、そして2013年がもっとも多
く31でした。今年は21という事で少ない方ですが11
月も発生しますのでまだ分かりません。そして先月
の16~17日と台風18号が日本列島を縦断しました。
1951年統計を取り始めて以降4島上陸は初めてだそ
うです。又その際九州大分県では大きな被害が出て
しまいました。今から70年前の1947年9月15日にカ
スリーン台風と言う大きな台風が関東に大きな被害
をだしたそうです。関東北部では土石流などの土砂
災害、南部では河川の氾濫による大規模な水害をも
たらし、死者1,077人･行方不明853人･負傷者1547
人･住宅損壊9,298棟浸水家屋384,743棟で罹災者の
数は40万人以上と言う甚大な被害になりました。大
水害の発端となったのは利根川の堤防決壊でした。
決壊場所は埼玉県の加須市（当時の東村付近）で、
現在はカスリーン公園が整備されております。ここ
の地名は「新川通り」で文字通り、かつての利根川
の流路をかえて人工的に直線化された場所です。そ
もそもこのあたりはかつて洪水の度に川の流路が変
わるような湿地帯で、ところどころに自然堤防が分
布する土地でした。古利根川･権現堂川･庄内古川･中
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川･元荒川など多くの河川や水路が網の目状に流れ
ており、これらの河川の堤防が各所で決壊した事で
浸水が拡大してしまいました。浸水は東へと広がり
江戸川にまで達しました。特に大きな被害をだした
のは最初の破堤地点に近い栗橋から幸手にかけて水
深は2ｍ以上になり、この地域で多くの家屋が流失致
しました。洪水は幸手･春日部･越谷･吉川･三郷･八
潮･草加と埼玉県東部を南下し、三郷は中川と江戸川
に挟まれた低地帯でほぼ全域が浸水し湛水期間も2
週間におよんだそうです。国交省の発表で今年7月に
利根川水系19の新たな洪水浸水想定区域を発表しま
した。前提となる降水量を従来の72時間318㎜から、
491㎜に修正しました。想定最大規模の氾濫で、浸水
が想定される区域面積は1都5県74市区町1,800平方
km及ぶそうです。九州北部の豪雨では9時間で700
㎜以上振りました。地球温暖化や海水温上昇など異
常気象です。災害はいつ急に起きるか分かりません
「自ら守る意識付けを」持ちましょう。
◆ 幹事報告
吉澤行雄幹事
1、18日(水)に ①
越谷市内小学校陸
上競技会がしらこ
ばと運動公園競技
場にて開催されま
す。
越谷 5 クラブで協
賛しており当日は
代表として原ガバナー補佐が出席します。② 会長･
幹事会が秋田家にて午後 6 時より開催されます。
2、地区事務所より、2019~20 年度ロータリー財団派
遣奨学生の募集の案内が届きました。BOX にガバナ
ー月信と共にお入れしましたのでご確認下さい。
3、越谷東 RC が主管する第 16 回越谷市高校野球大
会が越谷市民球場にて 11 月 3 日午前 9 時より開会さ
れます。詳細は入口にポスターがありますのでお時
間のある方はご観戦下さい。
◆ 委員会報告
◎ 社会奉仕委員会
森田 隆委員長
第 43 回市民まつりの力もち大会とパレードに大
勢の方のご参加を頂き、またご協力を頂きまして感
謝申し上げます。本当にありがとうございました。
本日例会終了後に委員会を開きたいと思います。場
所は例会場で行いますので参加対象の方は参加を宜
しくお願いします。
◎ 国際奉仕委員会
小暮直正副委員長
キャンベルタウン RC 来日に伴い 11 月 3 日(金) 午
後 5 時より橋本家レイクタウン店にて歓迎会を開催
致します。バスを利用される方は午後 4 時 30 分越谷
駅東口ツインタワーＢ棟まで集合下さい。既に FAX

でご案内しておりますが、ホストファミリーを始め
として会員の多くの出席を宜しくお願い致します。
◎ ロータリー財団委員会
澤田裕二委員長
9 月 19 日以降に寄付を頂いた方を発表させて頂き
ます。19 日山田 P 会長より 699 ドル 23 セント。川
口会員より 300 ドル。大野 保会員より 200 ドル。
森田隆会員より 200 ドル。増元会員より 200 ドル。
浅見会員より 300 ドル頂きました。ありがとうござ
います。合計で現在 17,193 ドル、目標の 20,000 ド
ルまであと少しです。来月はロータリー財団月間な
ので多数の会員の方にご協力をお願いしたいと思い
ます。ありがとうございます。
◎ 青少年奉仕委員会
増元 晃委員長
市民まつりでは文教大学 RAC の模擬店の品が完
売致しました。どうもありがとうございます。文教
大学 RAC ではエコキャップ(ペットボトル)を回収し
てポリオに使いたいと考えています。会員でエコキ
ャップを集めていらっしゃる方は、11 月の第 1 週目
までに持参して頂くか、あるいは量が多い場合は委
員会メンバーが取りに伺います。是非ご協力宜しく
お願い致します。
◎ 米山記念奨学委員会
豊田高行委員長
前回の例会で米山についてご説明をさせて頂き、
当クラブでは 1 人 30,000 円以上の寄付をお願いした
いと申し上げました。今まで頂いた方のお名前を発
表致します。安濃会長、井橋武治 P 会長、井橋吉一
P ガバナー始め飯塚会員、江原 P 会長、川口会員、
木内会員、澤田 P 会長、澤石会員、清水会員、鈴木
幹夫会員、須賀 P 会長、丹田会員、中島 P 会長、中
村謙治会員、中里 P 会長、浜野 P 会長、蓮見会員、
平田会長エレクト、藤井会員、増元会員、桃木会員、
森パスト会長、森田会員、山田パスト会長、吉野会
員、吉澤雅隆会員、横家会員、永島会員、大野 保会
員より頂いております。現在、クラブ寄付を含めて
185 万円位です。目標は 100 名で 350 万円です。皆
様方のご協力と新人の方々にも気軽にお声がけをさ
せて頂きたいと思いますので宜しくお願いします。
◎ 親睦活動委員会
永島信之副委員長
先日 12 日の夫人部会に参加された会員･令夫人の
皆様、本当にありがとうございました。素晴らしい
一日になったと思います。第 1 回安濃年度のゴルフ
コンペが 10 月 31 日に行われます。今のところ 10
組 39 名で行く予定です。皆様時間に遅れる事のない
ようお願いします。8 時頃に記念撮影を行います。
その後、表彰式はヴィラ･マリアージュで午後 5 時
30 分から行います。午後 6 時 30 分から夜間例会に
なりますのでお間違いないようにお願い致します。
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◆ ﾛｰﾀﾘｰ財団記念品等授与
安濃和正会長
PHF･マルチプル 7 回目「山田二三夫会員」
〃
4 回目「須賀定吉会員」
◆ 米山記念奨学感謝状授与
安濃和正会長
米山功労者マルチプル 6 回目
「山田二三夫会員･江原武男会員」
〃
〃
2 回目 「豊田高行会員」
米山功労者 「森田 隆会員」
◆ 「イニシエーションスピーチ」
◎ 加藤正信会員
皆さんこんにち
は。春山社長から
紹介して頂き 6 月
に入会させて頂い
た加藤です。本日
は自己紹介の貴重
な時間を頂きあり
がとうございます。
私は商工会議所のある越谷市中町で 3 人兄弟の長
男として生まれ、幼少時は窓を開けると電車が見え、
毎日のように見ていたのを覚えています。また 3 歳
位の頃になぜか一人で東越谷の祖父母の家に行こう
と思い市役所辺りまで行って迷子になった事もあり
ました。今考えると社会での大事な行動力を既に持
っていたんだなぁ~と思っています。今でも後先考え
ず本能のまま行動する事があります。そして小学校
に上がる前に東越谷 9 丁目に越しました。この頃に
絶対忘れられない記憶があります。それは近くの小
さな雑木林の中にあった肥溜めに足の裏から頭の先
まで完璧に浸かってしまった事です。文字通りここ
で運が付いたのか尽きたのか分かりませんが私はプ
ラス思考にとらえていきます。だけどこの話だけは
棺桶まで持っていこうと思っていましたが人生の先
輩方の前でカミングアウトしてしまいました。別れ
た女房にも言っていません。
小学校は東越谷小学校に 6 年間通いました。中村
聡久さんとは 3~4 年生で一緒だったと思いますが私
と違い頭もよくスポーツも万能で一緒に帰ったり何
度か遊びにも行ったりしました。
この頃は電車が流行っていて前から好きだった事
もあり東京駅や上野駅に写真を撮りに行ったりもし
ました。（私の夢は電車の運転士でした。）また平日
の昼間と休日では世の中どう雰囲気が違うんだろ
う？と興味があり学校を休んで今は無きヨーカ堂や
西友に遊びに行き、少年野球の先輩とは学校を休ん
で豊島園や花やしき等など遊園地巡りもしていまし
た。（不思議と補導されませんでした。）ここで皆さ
ん気になるのは電車賃･遊園地代などのお金の事で
すよね。私の口からは言えませんが当時 母親や祖父

母に何度となく泣きながら謝ったかわかりません。
良い事も悪い事も必ず自分に返ってくるからと何度
も言われました。そして通信簿には必ず落ち着きが
ない、やればできる子と書かれていました。今でも
あまり変わっていないと思います。お手本になる方
は身近にいたのですが小学･中学と人に迷惑かけて
も自分が楽しければという性格でした。中学では親
友に出会ったのが一番の思い出です。因みに工業高
校を中退していなければ他の職業に就いていたかも
知れません。社会に出てからの出来事を二つ紹介し
ます。一つは 20 歳の時に母親が病気で亡くなりまし
た。当時私は仕事の後、友だちと遊んでばかりで一
度もお見舞いに行きませんでした。亡くなる時も看
取る事ができませんでした。母には 20 年間迷惑と心
配ばかりさせて眠れなかった日が何日もあったと思
います。私は 3 人兄弟なのですが、そのあとに何か
のきっかけで兄弟喧嘩になり、弟も段々あつくなり
最後にはお袋が死んだのは兄貴のせいだって言って
きました。それを言われたときに何も言えませんで
した。悪い事はまだ続きました。今度は私が病気に
なってしまい、かなりやばい状況で死にかけました。
今思うと意識も朦朧で夢なのかって思うのですが、
私も体験しました臨死体験みたいなことを。それは
上から下を見ていて天地が逆になっていました。あ
ともう一つ、テレビとかでやっているようなことを
自分も体験しました。話が重くなりますが、ここで
自分は死ぬんだなと覚悟したら不思議と怖くなかっ
たです。運が良かったので死なずにすみました。今
の体型からは想像つきにくいのですが体重 42kg、3
か月位入院してほぼ完治しました。話は変わりまし
て、仕事の方は色々やりましたが一番続いたのが今
もやっている建築塗装です。たまたま高校生の時に
友人の親がやっていて当時時給もよかったので、夏
休みにバイトをしました。塗装屋なら独立も比較的
簡単だろうと思っていました。
結婚を機に生活も落ち着き仕事も真面目にやるよ
うになり、独立が一つの目標でしたので遠回りしま
したが 40 歳で念願の独立をしました。それまで職人
として働いていましたが、最後に務めた会社で、見
積・現場監督をさせていただき勉強させてもらった
ことが本当に助けになりました。今まで生きてきて、
その時その時に必ず助けてくれる人がいてここまで
来ることが出来ました。その恩はこれからの人たち
や社会に報いなきゃいけないと思います。
自分なりに社会に貢献出来る事、他業種の社長さ
んとも交流を深めていきたいと思うます。
縁あってロータリークラブを紹介していただき偶
然じゃなかったのかなと思います。社会・人生の先
輩がここにはたくさんいますので、色々教えて頂き
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ながら社会貢献していきたいと思います。本日はつ
たない話を聞いて頂きありがとうございました。
◎ 大橋 勝会員
皆さんこんにち
は。ロータリーク
ラブに入会させて
頂いた大橋と申し
ます。本日は緊張
しておりますが一
生懸命にやりたい
と思います。
私は 11 歳の時に上尾市から越谷に転居してきま
した。ちょうど上尾東小学校入学の頃、上尾高校が
甲子園出場を決め町内、商店街などが野球で大変盛
り上がり大騒ぎの中、野球を始めました。次の年も
連続甲子園出場が決まり私の野球熱はヒートアップ
していきました。その頃はとにかく野球、野球で毎
日真っ暗になるまで夢中だったように思います。小
学校 2 年生になると抽選に当たり上尾高校の応援に
甲子園に行きました。相手は東海大相模高で 3 塁に
は原辰徳選手をネット越しに見ました。かっこよか
ったです。そんな野球少年だった私ですが、小学校 5
年生の時に父の仕事の関係で越谷に移ってから急に
熱が冷めてしまい中学時代も野球部に入る事もなく、
幾つかの部活も長続きしない無気力･無関心･無感動
な少年でした。中学校 3 年生の 12 月暮れから高校ラ
クビーをテレビで観戦していました。決勝戦は今で
も球史に残る素晴らしいものでした。その時の対戦
相手は、東京の久我山高と目黒高でした。またその
年はラグビーブームでもありました。その後入学し
た高校が当時ラグビー強豪校という事もあり、怖い
もの見たさ的な感覚で入部しました。無理ならすぐ
に辞めようと割と軽い気持ちだったのですが、仮入
部期間が過ぎた途端に練習内容が変わり笑顔を忘れ
る程の日々がしばらく続きました。何度か辞めよう
と思いましたが先輩が怖くて言い出せない中、何と
か一年が過ぎました。1 年生の時に全国大会の花園
ラグビー場に行く事ができました。その当時、伏見
工高には平尾選手がいました。今となっては良き時
代の思い出として怖かった先輩方には感謝しており
ます。2 年、3 年目と日々を重ね多少自信もついた大
学でプレーしてみたいと思い進学しました。これま
で相応の厳しさに耐え実力的にも多少は通用するだ
ろうなどと考えておりましたが、体力･スピード･そ
の他すべてにおいて高校生とは次元の違うものでし
た。その頃は練習試合があると、私は打撲だらけで
2~3 日まともに歩けない程でした。怪我と力不足で
苦労した 4 年間でしたが、私にとっては大切な時間
だったと思います。大きな怪我を経験しました。相

手のタックルで私の前歯が、相手のおでこに刺さっ
ていました。4 年生の時、大学選手権に出場して準
決勝では明治大。決勝戦では早稲田大を破り優勝を
果たしました。体育会は厳しいところでありまして、
グランドでは 100％実力の世界。一歩外に出ると
100％上下関係が絶対です。最終目標は、めりはりが
強いチームを作るというものです。そのために必要
なことに取り組み、必要のない事はしない。そのシ
ンプルな事をどれだけ徹底できるかでチームのレベ
ルが決まるように思います。
現在、ショッピングゾーンの中で洋菓子を 4 店舗
経営しています。社員をチームとして考えると学生
のようにはいきませんがフィールドの中は真剣勝負。
一歩外に出れば同じ大変な思いをした仲間で共有で
きる時間を作るという事で役に立つのかなと思いま
す。纏まりのない話で恐縮ですが、本日はこのよう
な場を与えて頂きありがとうございました。
◆ ビジター･ゲスト紹介
交換留学生 リンさん
◆ スマイル報告(敬称略)
＊①加藤会員･大橋会員イニシエーションスピーチ
大変お疲れ様でした。②ポールハリスフェロー･米山
功労者の皆様おめでとうございます。ご協力ありが
とうございます。③夫人部会非常に楽しませて頂き
ました。今度は親睦旅行です。大勢の皆様のご参加
宜しくお願いします。/安濃和正会長
＊①加藤会員･大橋会員イニシエーションスピーチ
ご苦労様でした。②夫人部会にご参加の皆様ありが
とうございました。③昨日の地区大会記念ゴルフ大
会にご参加の皆様雨の中のゴルフお疲れ様でした。/
吉澤行雄幹事
＊夫人部会では家内が大変お世話になりました。安
濃会長の挨拶は内容の濃い充実した挨拶で参考にな
り感謝します。/坂巻幸次
＊①加藤会員･大橋会員イニシエーションスピーチ
ありがとうございます。②先日の市民まつりありが
とうございました。/井橋吉一
＊都合により出席できません。申し訳ありません。/
中島美三郎
＊雨天順延となった孫の運動会へ行くため市民まつ
りを欠席しました。/新井 進
＊加藤会員･大橋会員イニシエーションスピーチご
苦労様です。子供の頃のお話楽しく聞かせて頂きま
した。これからもロータリーライフを楽しんでいき
ましょう。/山田二三夫
＊市民まつりに参加できず残念でした。/石河秀夫
＊加藤さん･大橋さんイニシエーションスピーチあ
りがとうございました。②先日の夫人部会に参加頂
いた会員･令夫人ありがとうございました。/須賀定

第 2754 回例会報告（例会日：2017 年 10 月 17 日）担当：山田 託也

越谷ロータリークラブ週報 VOL.2505
吉
＊加藤会員･大橋会員イニシエーションスピーチあ
りがとうございました。/江原武男
＊加藤さん･大橋さんイニシエーションスピーチあ
りがとうございます。加藤さんロータリーやめない
でね。一緒に楽しみましょう！/澤田裕二
＊加藤会員･大橋会員楽しいイニシエーションスピ
ーチありがとうございました。/川口一海
＊加藤様･大橋様貴重な経験をお話頂きありがとう
ございました。/外崎博之
＊加藤さん･大橋さんイニシエーションスピーチあ
りがとうございました。/吉野寛治
＊本日早退させて頂きます！/藤井忠行
＊加藤会員･大橋会員イニシエーションスピーチお
疲れ様でした。/豊田高行
＊①加藤会員･大橋会員イニシエーションスピーチ
楽しかったです。②先日の夫人部会で女房がお世話
になりました。料理がとても美味しかったと喜んで
おりました。/丹田益生
＊先日の第 43 回越谷市民まつりに大勢の皆様にご
参加頂きありがとうございました。/森田 隆
＊加藤会員･大橋会員イニシエーションスピーチお
疲れ様でした。ロータリーライフを大いに楽しんで
下さい。/平田徳久
＊①加藤さん･大橋さんイニシエーションスピーチ
ありがとうございました。②越谷法人会青年部会よ
り公開講演会のご案内をさせて頂きます。11 月 21
日(火) 17:30 よりコミセンにて皆様方はお世話にな
った事が無いと思われる元麻薬 G メンの方をお迎え
して開催致します。BOX にチラシをお入れしたので
宜しくお願い致します。/若海宗承
＊加藤さん･大橋さんイニシエーションスピーチあ
りがとうございました。/飯塚忠幸
＊結婚祝いありがとうございます。当日欠席して申
し訳ございません。/吉澤雅隆
＊加藤さん･大橋さんイニシエーションスピーチお
疲れ様です。/中島雅樹
＊加藤様･大橋様イニシエーションスピーチありが
とうございました。/中村 守
＊加藤さん･大橋さんイニシエーションスピーチあ
りがとうございました。/横家 豪
＊加藤様･大橋様イニシエーションスピーチお疲れ
様でした。残念ながら早退しますので週報を楽しみ
にしております。/瀧田貴夫
＊加藤さん･大橋さんイニシエーションスピーチ楽
しく聞かせて頂きました。ありがとうございました。
/小暮直正
＊安濃会長･森田委員長･増元委員長市民まつりお疲
れ様でした。/山田託也

＊イニシエーションスピーチお疲れ様でした。加藤
さんやればできる！大橋さんラグビーの凄い話あり
がとうございました。これからも一緒にロータリー
ライフを楽しみましょう。/澤幡智史
＊加藤会員･大橋会員楽しいイニシエーションスピ
ーチありがとうございました。お蔭様で弁当のカツ
ソースも味わい深く感じました。/井橋英蔵
＊加藤会員･大橋会員イニシエーションスピーチあ
りがとうございました。/中村聡久
＊①加藤会員･大橋会員イニシエーションスピーチ
お疲れ様でした。②市民まつりに家族で参加させて
頂きました。息子が三位になりました。ありがとう
ございました。/川崎健郎
本日 41 件 45,000 円
累計 835,844 円
◆ 出席報告
本日出席率 64.83 ％
会員数 100 名
出席者数
56 名 出席免除者数 20 名

ﾛｰﾀﾘｰ財団寄付表彰：山田二三夫会員・須賀定吉会員

米山記念奨学寄付表彰：山田二三夫会員・ 江原武男会員
豊田高行会員・ 森田 隆会員
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