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◆ 会長挨拶
安濃和正会長
皆さんこんにちは。
先週は地区大会に振
替でしたので2週間
振りの例会です。14
日例会場に来られた
方はおりませんよね。
11月9~10日と第8
グループにて松島の
大曲浜に森田社奉委員長･幹事･私の3名、そして原G
補佐を始め総勢22名で植樹に行ってまいりました。
中には東クラブの飯田会員91歳も参加頂き非常に元
気でお酒も嗜みビックリしました。越谷を14：40に
出まして秋保温泉に到着が19：40そのまま部屋にも
入らず荷物持参で懇親会に出席、今までに経験ない
体験をさせて頂きました。翌日はAM 7：40に出発し
て大曲浜にて赤井南小学校の生徒を含め約80名で黒
松1,000本を植樹してまいりました。児童に中には両
親や親戚の方を震災で失った子供がいるとも事でし
た。しかしみんな元気にお手伝いをしてくれました。
槭樹場所には事前に植えられるよう穴が空いていて、
その場所に目印の竹の棒を立てるのですが、土が固
くて金槌で思いきり叩かないと入っていかなくて凄
く大変でした。又その金槌が何本もないので私達は
石ころを拾いそれで叩いていました。穴掘りからし
ていたら私達ではとても手に負えなかったと思いま
す。
11月11~12日に地区大会に参加頂いた会員の皆様
お疲れ様でした。2日目の終了が18：30と言う本当
に長い本大会でした。また入会3年未満の参加会員が
少なかったのが残念でした。内容ですがビチャイ･ラ
タクルＲＩ会長代理91歳の1日目･2日目と長時間に
わたる本当に素晴らしいスピーチでした。特に2日目
のスピーチの内容ですが北朝鮮の問題にも触れてお
ります。会員の皆様是非地区大会プログラム内のス
ピーチを読んでみて下さい。そして私も色々と本を
読ませて頂きファンである櫻井よしこ氏の講演を楽
しみにしていました。とても共感の持てる内容で何
かスッキリ致しました。
本日は坂田会員･大塚会員のイニシエーションス
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ピーチです。たっぷり時間を取りたいので簡単です
が以上で会長挨拶とさせて頂きます。
◆ 理事会報告並びに幹事報告
吉澤行雄幹事
第 5 回定例理事会報告（平成 29 年 11 月 7 日）
1、12 月のプログ
ラムが承認されま
した。1 月のプログ
ラムは継続審議中
です。
2、新年夜間例会を
1 月 9 日(火) 午後 6
時より福寿家にて
開催する事が承認されました。
3、新会員の入会手続き開始が承認されました。
4、2018~19 年度地区役員として森田隆会員･中島雅
樹会員を推薦する事が承認されました。
5、大野邦彦チャーターメンバーを名誉会員にする事
が承認され今後の手続きは会長･幹事･副会長に一任
されました。
6、7 月~9 月までの会計報告が承認されました。本
日収支報告書を BOX にお入れしましたのでご確認
下さい。
7、東日本大震災被災地植樹事業に＠1,000 円×100
名分＝10 万円、会長始め 3 名の登録料の一部を社会
奉仕委員会より拠出する事が承認されました。
8、2019~20 年度 第 8 グループガバナー補佐に新井
進会員が選出され承認されました。
2759 回例会 幹事報告
1、本日 持ち回り理事会において、①. 貴宣氏の入
会が承認されました。カウンセラーに山田二三夫直
前会長、所属委員会は親睦活動及び会場運営委員会
となります。②. 次年度青少年交換学生のホストク
ラブを受ける事が承認されました。
2、22 日(水)に越谷市教育功労者表彰式が越谷コミセ
ンにて午後 3 時 30 分から開催されます。安濃会長･
平田会長エレクト･森田社会奉仕委員長が出席しま
す。
3、23 日(木)に浦和北 RC 主催で見沼田んぼ福祉農園
の収穫祭が開催されます。リンさんが出席します。
4、キャンベルタウン RC より越谷 RC 訪問時を掲載
した会報が届きました。テーブルにご用意しました
のでご一読下さい。
5、ガバナー月信等を BOX にお入れしましたのでご
一読下さい。
◆ 委員会報告
◎ 親睦活動委員会
須賀定吉委員長
11 月 26~27 日と親睦旅行に行きます。越谷駅西口
8 時 15 分までに集合下さい。また 12 月 22 日に浅草
ビューホテル 28 階にてクリスマス例会を午後 6 時よ
り開会します。宜しくお願い致します。

◎ 青少年奉仕報告
増元 晃委員長
地区ライラ研修の案内のご案内です。4 月 7~9 日
に研修生 35,000 円、会員 45,000 円です。またペッ
トボトルキャップですが約 30 キロ集まっておりま
す。まだ間に合いますので事務局までお持ち下さい。
◆ 米山記念奨学会感謝状授与
安濃和正会長
米山功労クラブ 47 回目「越谷ロータリークラブ」
米山功労者マルチプル 2 回目「浅見冨司雄会員」
米山功労者「外崎博之会員･岡田直己会員･吉澤雅
隆会員･瀧田貴夫会員」
◆ ロータリー財団記念品等授与 安濃和正会長
ポールハリスフェロー 「増元 晃会員」
◆ 入会式
安濃和正会長
堀 貴宣様「ソニー生命保険㈱」
紹介者･･･瀧田貴夫会員
カウンセラー･･･山田二三夫直前会長
◎ 紹介者：瀧田貴夫会員増強委員長
年齢は 51 歳、ソニー生命にお勤めです。大宮の営
業所の所長をやっております。また西方小学校のＰ
ＴＡ会長をやっております。この越谷クラブでは新
井進会員･森田隆会員が西方小学校のＰＴＡ会長を
やっておりますので、しっかり活動をしていただけ
ると思っております。住まいは瓦曽根に住んでおり
ます。宜しくお願い致します。
◎ 挨拶：堀 貴宣新会員
皆様こんにちは。入会しました堀貴宣です。瀧田
さんからのご紹介で以前から森田隆さんや諸先輩が
活躍しているのを存じており興味がありお誘いを頂
きましたので、是非やってみたいと思いました。地
元に貢献をしていきたいので宜しくお願い致します。
◆ カウンセラー委嘱状授与
安濃和正会長
山田二三夫会員（堀 貴宣新会員）
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◆ イニシエーションスピーチ
◎ 坂田敏信会員
皆さんこんにち
は。7 月 25 日に入
会させて頂きまし
た坂田敏信です。
皆さんの前でスピ
ーチするのは非常
に緊張しています。
しどろもどろになると思いますが宜しくお願い致し
ます。
1967 年 昭和 42 年 10 月生まれの 50 才です。
生まれも育ちも越谷市の増林です。前にどなたかが
増林は越谷のチベットと言われていましたがその通
りのところで、皆さんもご存じの通り田んぼ･畑と養
鶏場しかないような、よく言えば自然がたくさんあ
るところで育ちました。今も大して変わっていませ
んが。子供の頃は家の前の道路も舗装されていない
ようなところでしたが、子供が生活するには良い環
境だったと思います。近くの木にはカブトムシやク
ワガタなどを兄と一緒に取りに行ったりした思い出
があります。両親は九州の佐賀県の出身ですが、な
ぜか越谷市のましてや増林に引っ越してきました。
小学校は増林小学校でしたが、私が通っている頃は
まだ木造の校舎でした。その木造校舎を解体する設
計を大人になってするとは思いませんでした。小学
校時代の私のとっての一番の出来事は自宅を増築し
た事です。学校から帰ると大工さんが仕事をしてい
るところを見ていたのですが、その姿がかっこいい
と思い子供心に将来私も大工さんになりたいと憧れ
をもって見ていました。その工事をして頂いたのが
須賀親睦活動委員長の工務店でした。中学校時代の
思い出は 2 年生の時に父が入院した時に親戚の叔父
さんが本を差し入れてくれたのですが、退院後に持
ち帰ってきたその本が吉川英二の宮本武蔵でした。
それまで本なんて読書感想文を書く時にいやいや読
んでいたのですが、なぜか興味を持ち読み始めまし
た。中学生には吉川英二はちょっと難しかったので
すが、その後も平家物語や太平記･三国志など歴史小
説を読み漁り、司馬遼太郎や山岡壮八の本も読みま
した。一番好きなのは「竜馬がゆく」や「坂の上の
雲」で今でもたまに読み返したりしています。今は
あまり歴史小説を読まなくなりましたが、今でも本
を読む事は好きです。今では本棚に入りきらないほ
どになりました。高校は小学校時代の大工さんにな
る夢がそのまま残っていましたので、春日部工業高
校の建築科へ進学しましたが、ただどうも大工には
向いていないのではないかと思い、設計事務所を志
望するようになりました。父親とこちらの会員でも
ありました飯島 亮さんが知り合いであった事から、
飯島さんの設計事務所に就職させて頂きました。就

職してしばらくした時に母校の増林小学校の設計を
させてもらいましたが、その時はまだほとんど見習
いみたいなものでしたので、解体の図面しか書かせ
てもらいませんでした。しかし母校の設計に参加で
きた事は嬉しかったです。その 10 年後位にまた増林
小学校の設計をやる事となり、その時は担当させて
もらい嬉しかったのを覚えています。入社 30 年目に
今現在の立場なったんですが、最近まで経営者にな
るとは予想もしておりませんでした。8 年前に亡く
なった飯島社長も驚いているかもしれません。経営
者となった１年目にある仕事でナカノヤの小林社長
さんと出会い、こちらに入会する事を勧められ入会
する事になりました。まだ戸惑う事が多いですが、
一人でも多くの知り合いを増やしていけたらと考え
ていますので宜しくお願い致します。
◎ 大塚洋幸会員
皆様こんにちは。
今年の 7 月に入会
をさせて頂きまし
た㈱礎の大塚洋幸
と申します。宜しく
お願い致します。ま
た本日はこのよう
な機会を設けて頂き心から感謝申し上げます。
現在 42 歳、千間台在住。妻一人･子供 3 人･孫 1
人がおります。昭和 50 年 9 月に東京の墨田区に生ま
れました。その後、1 歳の時に越谷市へ転居し以降
越谷の地にお世話になっております。東越谷小学校･
越谷東中学校･越谷総合技術高等学校を卒業し、どっ
ぷりと越谷人として成長をさせて頂きました。20 代
の頃は意地でも生まれは“東京”と言い張っておりま
したが、越谷で仕事をさせて頂くようになってから
は生まれも育ちも越谷です。お伝えさせて頂いてお
ります。これまでの私の人生には 5 つのポイントが
ございました。本日はそのポイントに紐つけてお話
をさせて頂きます。
１）初めての就職
私は高校を卒業後に中華料理で有名な東天紅の洋
食部へ就職しました。実はその時に私には夢があり
ました。それは幼稚園教諭になる事でした。その事
を親に伝えると「申し訳ない、今うちが苦しいから
就職をしてくれ」と言われ進学を断念しました。し
かしこの時私は親に対してのネガティブな思いは一
切ありませんでした。ただ自分の子供にはその子が
望む進路を歩ませてあげる事が私の目標の一つにな
りました。
２）福祉業界への転身
18 歳の 4 月から 23 歳 8 月まで飲食業界にお世話
になり、その間色々なお店で修行をさせて頂きまし
た。しかし体調を崩し業界を離れ介護業界へ転身す
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る事になります。まったく未知の世界でしたが周り
の先輩方々に恵まれ充実した時間を過ごす事ができ
ました。
３）結婚
介護の仕事をしていく中で現在の妻に出会う事に
なります。妻は私より 7 歳年上で当時 11 歳の女の子
と 9 歳の男の子の親でした。親に結婚を前提に付き
合っている旨を伝えると受け入れても会えず、私も
幼かったため疎遠になり一時期は絶縁を言い渡され
た時期もあり、親の承諾がないまま結婚する事にな
りました。25 歳で 11 歳と 9 歳の子の親になったの
です。それ以降は皆さんご存知のように報酬が低い
介護業界で多くの報酬も取れず、毎月小遣い 5 千円
で過ごす日々が続きました。この頃から起業をする
ための準備が始まります。ちなみに長女は保育士、
長男は調理師、次男は経営の勉強をしております。
４）起業
そんな中、35 歳の時に起業を行います。最初は好
調で売上も伸び順風満帆でしたが、社員数が 30 名を
超えると組織としてのガバナンスに問題が発生しま
す。経営陣の考えが会社全体に伝わらない、違う形
で伝わってしまうなど大変苦労をしました。その中
で行きついた事は“自分が頂いただい恩をお返しす
る事”でした。現在、グループ子会社 5 会社･15 事業
所、グループ 160 名のスタッフの方に働いて頂ける
法人となりました。今のテーマは“社長を目指せる会
社”（⇒来年 1 月より社長就任）高校の時の親に感謝
しています。
５）孫の誕生
先月孫が生まれました。一言で表現するととにか
く可愛い。孫の誕生により新たな目標と責任が生ま
れる。とにかくカッコイイじいちゃんでいたい。娘
夫婦を支えたいと新たな目標も生まれました。
ロータリーに入会させて頂き名前が存じ上げてい
る方々にお会いできる機会に驚きを感じています。
その中でも“4 つのテスト”は心に響いています。これ
からの目標：ロータリアンとして私を育てて頂いた
この越谷市に少しでも恩返しができるようしっかり
と活動をしていきたい。
◆ 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堀 貴宣さん入会おめでとうございます。大勢の
仲間と楽しいロータリーライフを送って下さい。②
坂田会員･大塚会員イニシエーションスピーチお疲
れ様でした。③米山功労者の皆様、ポールハリスフ
ェロー増元会員ご協力ありがとうございます。/安濃
和正会長
＊①堀 貴宣様入会おめでとうございます。今後も共
に楽しんでいきましょう。②坂田会員･大塚会員イニ

シエーションスピーチお疲れ様です。③地区大会に
ご参加の皆様ありがとうございました。/吉澤行雄幹
事
＊池中建設の中島社長 17 日の会社設立 50 周年記念
誠におめでとうございます。今後益々のご発展をお
祈り致します。/坂巻幸次
＊歩こう会の森会長･森田さんお世話になりました。
/井橋武治
＊歩こう会の鎌倉散策はお天気もよく楽しい 1 日で
した。新井さんの姪御さんが経営するフィンランド
のライ麦パン美味しかったです。/鈴木幹夫
＊①私共、池中建設㈱が創立 50 週年を迎える事がで
きました。これも偏に皆様方のご支援の賜と深く感
謝申し上げます。これからも宜しくお願い申し上げ
ます。尚、本日は早退させて頂きます。②日曜日に
レイクタウンマラソンがありました。1 チーム 4 人
で合計 10Km 走る競技です。法人会･青年部チーム
として若海･瀧田会員が出走、大変ご苦労様でした。
順位はチョット…でした。/中島美三郎
＊①堀 貴宣さん入会おめでとうございます。クラブ
にそして地域にお役立ちできる機会です。宜しくど
うぞ。②坂田会員･大塚会員興味深いイニシエーショ
ンスピーチ聞かせて頂きました。③歩こう会の鎌倉
ハイクでは姪が開いたライ麦ベーカリーに立ち寄っ
て頂き且つ沢山お買上げ下さいましてありがとうご
ざいました。早速近所の店で評判になったようです。
/新井 進
＊堀 貴宣様越谷 RC に入会おめでとうございます。
何でも分らない事は聞いて下さい。分かる事はお答
えします。楽しいロータリーライフを送って下さい。
/山田二三夫
＊①堀さん入会おめでとうございます。一緒に親睦
活動楽しみましょう。②坂田会員･大塚会員イニシエ
ーションスピーチありがとうございました。/須賀定
吉
＊①堀 貴宣会員入会おめでとうございます。②坂田
会員･大塚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
＊今月はロータリー財団月間です。皆様ご寄付宜し
くお願いします。/澤田裕二
＊①坂田さん･大塚さん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。②鎌倉ハイキング
には 26 名に及ぶ沢山のご参加ありがとうございま
した。来年 1 月 7 日には「小江戸川越」を歩きます。
どうかご期待下さい。/森 仁三
＊申し訳ございません。本社大手町に行ってきます
ので早退致します。/川口一海
＊①堀 貴宣さん入会おめでとうございます。楽しく
ロータリーライフを過ごして下さい。②米山功労者
マルチプル頂きました。ありがとうございます。今
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後も協力したいと思います。/浅見冨司雄
＊①堀 貴宣さん入会おめでとうございます。楽しい
ロータリーライフにして行きましょう。②中川会員
米山寄付ありがとうございました。深野会員チョッ
ト小さくありがとうございました。/豊田高行
＊ｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC の週報見ていたら各クラブの例会場
はボーリング場やゴルフ場も有りなんですね！例会
後そのままゴルフするのでしょうか？/松田繁三
＊堀さんようこそ越谷 RC へ。共にロータリーライ
フを楽しみましょう！/森田 隆
＊①堀さん入会おめでとうございます。ロータリー
ライフを共に楽しみましょう！②坂田会員･大塚会
員イニシエーションスピーチお疲れ様でした。今後
のご活躍を心より期待しています。/平田徳久
＊①先日の日曜日に中島越谷法人会会長が見守る又
は監視されている中、青年部の精鋭 4 名でレイクタ
ウンマラソンに参加してきました。監視されていた
ので誰一人歩くことなく 2.5Km を走りきりました。
中島会長ご声援ありがとうございました。②越谷法
人会青年部会では本日 17:30 よりコミセンにて公開
講演会を開催致します。元麻薬 G メンの方を講師と
し薬物の恐怖等についてユーモアを交えてお話頂き
ます。是非ご参加頂ますようお願いします。/若海宗
承
＊堀 貴宣さん入会おめでとうございます。九州会へ
の参加もお待ちしております。難しい事のない親睦
会です。/増元 晃
＊坂田会員･大塚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。/飯塚忠幸
＊米山功労者として感謝状を頂きました。ありがと
うございます。/吉澤雅隆
＊坂田さん･大塚さん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。/中村 守
＊坂田さん･大塚さんイニシエーションスピーチ良
かったです。/中川美紀
＊坂田さん･大塚さん素敵な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
＊坂田さん･大塚さんイニシエーションスピーチあ
りがとうございます。堀さん入会おめでとうござい
ます。/永島信之
＊①堀さん入会おめでとうございます。共にロータ
リーライフを楽しみましょう。②坂田会員･大塚会員
イニシエーションスピーチお疲れ様でした。/瀧田貴
夫
＊すみません。本日早退致します。/奥田正樹
＊堀さん入会おめでとうございます。坂田会員･大塚
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。/江藤真吾
＊坂田会員･大塚会員素晴ら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。楽しく聞かせて

頂きました。/近藤正成
＊坂田会員･大塚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す。/大澤弘一
＊坂田会員･大塚会員イニシエーションスピーチお
疲れ様でした。/中村聡久
本日 47 件 60,000 円
累計 1,092,500 円
◆ 出席報告
本日出席率 60.22 ％
会員数 101 名
出席者数
55 名 出席免除者数 20 名
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