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◆ 会長挨拶
平田徳久会長
皆さんこんにちは。
先ずは先週の夜間例
会、本当にお疲れ様
でした。生憎の雨に
武蔵野線の事故まで
重なりましたが、70
人を超す大勢の皆様
にご参加を頂き誠に
ありがとうございました。大の大人が雨に濡れながら
のバーベキューもなかなかおつなものでして、親睦も
かなり深められたと思います。美味しいお肉もたらふ
く頂き、そして楽しくお酒もたっぷり頂きました。又、
幸いにもお開きの時には雨も上がり、水辺のほとりに
て大きな声で「手に手つないで」を合唱したのは平田
年度の良き思い出となりました。これも偏に瀧田委員
長を始め親睦活動委員会の皆さんの、真心込めた準備
とおもてなしのお蔭と心から感謝御礼申し上げます。
ありがとうございました。
翌 26 日(水)には「若松」にて社会奉仕委員会が行
われました。いよいよ今月の 28 日には越谷市民まつ
りです。我が越谷クラブは例年通り「三ノ宮卯之助に
挑戦！越谷力持ち大会」で参加しますが、私はある意
味非常に緊張をしております。委員会でも述べたので
すが、この力持ち大会は一般の市民の方々にご参加を
頂き、そして大勢の市民の皆さんに楽しく観戦して頂
く一大イベントです。そしてロータリークラブと市民
が楽しく触れ合うと言う事で、ロータリークラブの公
共イメージアップの絶好の機会でもあります。怪我は
もとよりですが、越谷 RC の存在そのものを正しく知
って頂くと言う意味でも、総力を挙げて準備･運営を
しなければなりません。そしてやはり越谷 RC は違う
しっかりしていると、ご認識して頂けるようしたいと
思います。私はここで重要なのは、何といってもマン
ネリだと思います。気持ちも新たに緊張感をもって、
小暮委員長のもと社会奉仕委員会を中心に、クラブ全
体で一致団結対応して行きましょう。宜しくお願い申
し上げます。
そして 29 日(土)には、新たな越谷クラブの歴史を
実感してきました。それは越谷市中央市民会館で行わ

れた第 26 回埼葛地区「ＷＥ ＬＯＶＥ トンボ」絵画
コンクール表彰式です。教育委員会と木内会員の平和
堂さんが中心となって実施している小学生の絵画コ
ンクールですが、なんと応募総数が 7,000 人を超える
ビックイベントです。そんな中で越谷 RC 賞として金
賞 3 名の表彰をして来ました。100 名を超える表彰で
したが、受賞したお子さん達の目の輝きと誇らしげな
姿、そして親御さん達の嬉しそうなお顔を拝見して、
とても清々しい気持ちになりました。正にこれこそが
公共イメージアップだと実感した次第です。ここにも
ロータリーの地道な奉仕活動が息づいていました。木
内会員には青少年育成として、これからも益々頑張っ
て頂きたいと期待しています。奉仕と言えば、今月は
米山月間です。日本のロータリーが世界に誇る米山記
念奨学事業に、私も会長を受けましたからには率先垂
範協力したいと思い僅かですが寄付させて頂きまし
た。会員の皆さんもご理解･ご協力の程宜しくお願い
申し上げます。以上をもちまして会長挨拶とさせて頂
きます。ありがとうございました。
◆ 幹事報告
若海宗承幹事
1、本日例会終了後に
2 階研修室にて定例理
事会を行います。理
事･役員の皆様ご出席
宜しくお願いします。
2、4 日(木)に職業奉
仕部門セミナーがパ
レスホテル大宮にて
午後 5 時より開催されます。職業奉仕委員会 岡田委
員長と斎藤副委員長が出席します。
3、ロータリーの友･ガバナー月信等と地区大会パンフ
レットを BOX にお入れしましたのでご確認下さい。尚、
地区大会には全会員登録となっております。ご出席宜
しくお願い致します。
◆ 委員会報告
◎ 米山記念奨学委員会
中島美三郎委員長
平田会長から 10 万円、澤田パスト会長から 3 万円
寄付を頂戴しました。また近々ご寄付を頂くという事
で岡田会員と加藤会員にお約束頂きました。ありがと
うございました。
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◎ 親睦活動委員会
山﨑和美副委員長
先週の BBQ には大雨と武蔵野線の事故という大変
な中ご参加頂きありがとうございました。また 11 月
18~19 日に伊勢方面で旅行を企画しています。例会終
了後に事務局から FAX にてご案内しますので皆さん
ご参加宜しくお願い致します。
◎ 社会奉仕委員会
小暮直正委員長
10 月 28 日に越谷市民まつりが開催されます。越谷
RC は三宮卯之助力持ち大会と交通安全パレードに参
加します。10 月 5 日締切りで参加のお伺いをしてお
ります。未回答の方は宜しくお願いします。また力持
ち大会は中学生の部の参加者集めに苦労しておりま
す。もし会員の皆様のお近くに中学生で力持ち大会に
参加したい方がいらっしゃいましたら是非お声がけ
をお願いします。
◎ 青少年奉仕委員会
山田託也副委員長
市民まつりに当り文教大 RAC より献品のお願いで
す。10 月 19 日午前 10 時~15 時まで。収集場所は例会
場並びに事務局です。品物については未使用のもの、
食品については賞味期限内のものでございます。ご協
力宜しくお願いします。
◎ ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会
豊田高行委員長
澤田パスト会長より普通の 200 ドル頂きました。あ
りがとうございました。来月はロータリー財団月間で
ございます。皆様から根こそぎ頂きたいと思いますの
で宜しくお願い致します。
◎ 雑誌広報委員会
飯塚忠幸副委員長
ロータリーの友の記事を紹介します。横書きに米山
月間という事で P.13 に特集が組まれております。続
けて米山梅吉生誕 150 年記念の記事が載っておりま
す。それから P.7 には明治の年号からちょうど 150
年という記事が載っております。縦書き P.9 に「クラ
ブを訪ねて」で大阪堂島 RC の 100 歳の会員の方のお
話が載っていますので、お読み頂ければと思います
◆結婚・誕生祝
誕生祝：坂巻幸次、清水勝吉、石河秀夫、神戸廣通
山田託也、山本完治、堀貴宣、小林孝裕、坂田敏信
牛久祐一、瀧田貴夫、小室伸和、中嶋和興、千坂弘敬
小暮直正
結婚祝：水野泰男、鈴木功、鈴木幹夫、中里静博、
吉澤雅隆、稲村敏伸、岡田直己、中村聡久、小暮直正

◆「イニシエーションスピーチ」 橋本佳明会員
今日は貴重なお時
間を頂き誠にありが
とうございます。弊行
が越谷の地に出た理
由や、どのように発展
させて頂いたか、地域
の皆様とどのように
かかわりを持ち、どの
ように溶け込んでいったのか、そしてそれは過去の先
輩方の 50 年からなる献身的な努力の賜物である事な
ど、私の前任の近藤が 2 月の卓話で皆様にご紹介させ
て頂いたと聞いておりますので、今回は割愛させて頂
きます。今回、何より一番プレッシャーになっている
言葉があります。それは今から 12 年程前、私が蒲生
西支店長時代に、ここにおられます山田二三夫パスト
会長が、いみじくもこのように言っておられた言葉で
ございます。「銀行員の卓話はあくびがでる。つまら
ないのが通り相場だ。しかしながら先日のロータリー
での栃銀 稲葉支店長の話は愉快で面白かった」
。多分、
山田パスト会長は覚えていらっしゃらないでしょう
が、私ははっきりとその様に記憶しております。そし
て今思えば何故その時、稲葉支店長がどのような話を、
いかように皆様にお伝えしたかを、どうしてその時
我関せずであったのか今は非常に後悔しております。
今回その言葉を胸に刻み、貴重なお時間に何を話し皆
様方を退屈させないようにするにはどうするか、かの
稲葉支店長の御指南を仰ぎに伺おうかとも考えまし
たが、既に退職なされていて残念。またご自宅に押し
掛けていくのも迷惑千万と思われましたので悪しか
らず、山田パスト会長の今のご認識は分かりませんが、
12 年前のご認識のとおり銀行員のつまらない話にな
りそうな予感も致しますので、先にお詫び申し上げて
おきます。
私は昭和 36 年 10 月 27 日 茨城県の結城市に生ま
れました。家は代々農家で、両親とも忙しく勉強とは
全く無縁の幼少期でありました。小学校 1 年生の時、
通信簿は 5 段階評価でありましたが、2 もあり 1 もあ
りの状態で、その当時 1 は 1 番良く、2 はその次に良
いものだと思っておりました。全く自分勝手な解釈を
する子どもでありました。中学校時代は剣道部に在籍
し汗を流して居りました。目立った実績はありません
でしたが、後に高校 1 年でインターハイ出場を果たす
強い大将が同級生にいたお陰で、5 人のチーム戦で桜
川剣道大会に優勝する事が出来、それが唯一の自慢話
であります。中学時代ここでも全く勉強とは縁がなく、
3 年生受験シーズンも夏休みに入った頃から勉強な
るものを始めましたが時すでに遅く、意中の県立高校
に行く事は叶わず国学院栃木高校に進学しました。そ
の後に法政大経営学部に進学しましたが、大学は世間
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一般で言われている通り社会勉強に行くものと理解
しておりましたので、わずかばかりの勉強と学生運動
に参加する方々がいたお蔭で試験の中断･中止も重な
り、ところてんの様に押し出されて参りました。そし
て昭和 59 年から栃木銀行にお世話になっている次第
でございます。総勢 26 名。非常に若く好青年であり
ました。ここから銀行員生活が始まり、支店勤務一筋
32 年間 10 ヵ店、その内 支店長は 4 ヵ店で 10 年間、
文字通りひたすら走り続け、唯一の本部勤務は営業統
括部の部長としての 2 年間だけであります。そして今
回 6 月 28 日付で以前 5 年間勤務した古巣の越谷支店
に戻って参りました。結婚は 26 歳の時、同期入行の
妻と 4 年間の交際の末入籍しました。これは結婚式の
写真です。今回、公衆の面前に出すのも初めてで、も
ちろん妻に内緒で写真を持ちだしております。知れる
と大変な事になりますので、内密に宜しくお願い致し
ます。振り返ってみなすと妻との関係も一番熱く燃え
ていた時期で、この後ヨーロッパ 4 ヵ国の新婚旅行に
も出かけております。私生活では 3 人の子宝にも恵ま
れ、昨年その 3 人の子ども達も無事に仕上がり。長男
は栃木県の旧今市市にある古河電池、長女はトヨタの
東京本社に、次男は SG モータースに勤務しており、
それぞれみんな巣立って行ってしまいました。現在は
両親と妻との活気のない生活となっております。皆様
の中にも同じ境遇の方も多いと思います。侘しく寂し
いものでございます。本来であれば、先ほどの勤務歴
だけではなく銀行員として辿った歩みを深く掘り下
げて、たっぷりと皆様に聞いて欲しいところでありま
すが、かれこれ 34 年間盛りだくさんでございます。
どのように話しても時間が足りません。そしてまだ、
近年多少立場のある身となりましたので、皆様の一番
お聞きになりたい所、職場での失敗談はこの場ではお
話しできません。どうしてもお聞きになりたいという
方は、こっそりとお話致しますので、録音装置なしの
部屋で二人きり、内緒の時間を作って頂ければ幸いで
ございます。
そこで今回は簡単にまとめられる話をしたいと思
います。誰でも趣味の一つや二つお持ちでしょうが、
私も趣味が一つございますので、そちらの話を少しさ
せて頂きます。私の趣味はロータリー会員申込書に記
載漏れしてしまいましたが釣りでございます。ロータ
リーのメンバーの方々のように知見が広く何事にも
積極的に取り組む性格の方々には高尚で立派な趣味
をお持ちの方も多いと想像され、なんだ~釣りか、ガ
キの遊びじゃないかと揶揄される方もいらっしゃる
と思いますが、少しの時間お付き合いのほど宜しくお
願い致します。私の釣りはレッキとした鯉釣り(英語
で申しますとカープフィッシングとなります)、湖や
川に糸を垂らして魚を釣るもので、皆様がすぐ想像な
されます丘のなんやら釣りとは少し違いますので、誤

解なさらぬようお願い致します。まずはキッカケから
お話させて頂きますと、妻の弟が幼少より鯉釣りが大
好きな少年だったようで、結婚 2 年位たった頃、鯉釣
りに誘われ栃木県の北部:矢板市の西にある東小屋湖
(別名西荒川ダム)に連れていかれました。そこで延べ
竿に浮を付けての鯉釣りの指南を受けました。早い話
が、その弟が原因を作り、のめりこんで行ってしまっ
たという事になります。どのようなシチュエーション
で釣竿を構えていたか申し上げますと、周辺は切り立
った森に囲まれ、トンビがピーヒャララと上空を鳴き
ながら旋回するような所で、清々しくマイナスイオン
がたっぷりのところでありました。仕事を忘れて気分
転換。明日への活力向上にはぴったり。すっかりのめ
り込み、嵌ってしまいました。しかしながら、当然、
初めの頃は全く釣れません。浮の動きで魚がどういう
状態にあるかを読むわけですが、それが全く読めず、
空振りばかりでした。ですが 2~3 年もやっていれば一
丁前に講釈が出来る位になり、1 日釣っていれば
40~60 センチ位の鯉を 20 本位は釣れるようになりま
した。ここまでは周囲も認める良い趣味の領域であり
ました。人間は欲が深いものです。数、釣りが出来る
ようになると、やがて大きなものが欲しくなる。これ
がいけません。丁度その頃、皆さんご存知でしょうか、
茨城県の霞ケ浦の東側になる細長い湖:北浦、その北
部にかかる鹿行大橋のところで業界では著名な今は
亡き坂入一敏氏が 107 センチ、20kg の大鯉を釣り、
雑誌で鯉のぼりと紹介される程の大きな鯉を目にし
た時、背中に電気が走り非常にショックを受け、よせ
ばいいのに俺もと思ってしまいました。そして釣り方
も延べ竿の浮き釣りからリール竿のぶっこみ釣りへ
と転身を図り、いざ夢の釣り場へと随分通いましたが、
大物はおろか全く釣れません。その後、釣り場で声を
かけてくれた方が主催するクラブに入会し、やっと釣
り方もわかって参りましたが、そう簡単には大物は釣
れません。夢は膨らみ続け、やがて日帰りの釣りから
車中泊の釣りとなりました。銀行員は週休 2 日だけど、
うちのパパは週休半日とよく妻は言っていました。妻
が仕事の息抜きと理解を示してくれていたものが、や
がて妻のストレスの種となり夫婦喧嘩の原因となっ
てしまいました。これだけは、余りにも恥ずかしく気
を許した方にも公開しておりませんでしたが、妻が長
女を出産してくれた直後に 1 日隠れて釣りに行った
事がありまして、傍から見ても所謂病気。今でも妻は
その事を根に持っており「あの時」で始まる言葉が出
ると恐怖を覚えます。ここで申しあげておきますが、
仕事は全力投球しており評価されておりました。また
年がら年中釣りをやっていたわけではなく、釣りシー
ズンの 4 月中旬~7 月初旬までですので、誤解なきよ
うお願い致します。そして苦節 3 年、1m、16kg の鯉
を釣り上げました。今日はその時とった鯉の写真をお
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持ちしております。鯉の重みに耐え苦しそうな顔をし
ているように写っておりますが、内心は「やった！」
とほくそ笑んでいるものです。その後 皆様もご存じ
かと思いますが、鯉ヘルペスで霞ヶ浦水系では多くの
鯉が死んでしまい、多くの同胞も同じでありますが熱
も冷めていきました。そして長女が小学校 4 年から卓
球を始め、妻は卓球に、また次男も小学校 1 年から剣
道を始め、私は次男が小学校 4 年から中学までほぼ毎
週剣道の追っかけをしておりました。自称良き父親と
して子どもたちのサポートをする傍ら、私自身も昔取
った杵柄よろしく次男が 5 年から中学 3 年まで同じ剣
道場に週一回通いました。平田会長には未熟で笑われ
そうであり、また足元にも及びませんが 3 段を取得さ
せて頂きました。その間 約 8 年間は鯉釣りを休止し
ておりました。が、50 歳になり、今は節度を持って
再開しております。釣りに行く時の妻の顔は、昔は険
しい顔でありましたが今では優しい顔となり気持ち
よく送り出してくれるようになりました。これを皆様
方は、妻のおやじ払い「亭主元気で留守がいい」から
だろうと想像なされるかと思いますが、私は前向きに
愛情が深まったからではないかとやたら勘違いして
いる享子の頃でございます。
イニシエーションスピーチ、これをもってして格式
と伝統のある越谷 RC に名実ともに入会させて頂ける
ものと聞いております。推薦して頂いた井橋パストガ
バナー、昔話を勝手に持ち出し恐縮しております山田
パスト会長、本年度、毎回にこやかな笑顔でご挨拶し
てくださる平田会長、そして越谷 RC 会員の皆様、宜
しくお願い致します。以上私のイニシエーションスピ
ーチとさせて頂きます。ご清聴ありがとうございまし
た。
◆ 奨学金等授与
平田徳久会長
米山記念奨学生 朱 怡睿さん、
交換留学生 ロマン君並びにホストファミリー
◆ ビジター･ゲスト紹介
米山奨学生 朱 怡睿さん、交換留学生 ロマン君
◆ スマイル報告(敬称略)
＊①橋本会員イニシエーションスピーチありがとう
ございます。商工会議所も含め越谷をリードして下さ
い。②結婚･誕生祝いの皆様おめでとうございます。
益々お元気にロータリーライフをお楽しみ下さい。③
ＲＬＩパートⅠお疲れ様でした。木村会員･中島会員･
小暮会員の益々のご活躍を期待しています。/平田徳
久会長
＊①橋本支店長 全く退屈な事なく楽しく聞かせて頂
きました。②ＲＬＩに参加された木村会員･中島会員･
小暮会員お疲れ様でした。③昨日の夜中 1 時半に市役
所から「屋根が飛んでいるので対応して下さい」と言
われ、風が強すぎて無理ですとお断りしたら「お宅の
会社の倉庫だよ」と言われ直ぐに対応しました。/若

海宗承幹事
＊①橋本支店長の有意義な卓話ありがとうございま
す。RC 会員として頑張りましょう。②お蔭様で 10 月
25 日に 87 歳の誕生日を迎えます。今後共宜しくお願
いします。/坂巻幸次
＊平田会長さん･若海幹事さん、早 3 ヵ月が過ぎまし
た。後 9 ヵ月頑張って下さい。/井橋武治
＊橋本支店長イニシエーションスピーチありがとう
ございます。思い出のスピーチありがとう。/井橋吉
一
＊①石橋本支店長 楽しいイニシエーションスピーチ
でした。山田二三夫さんもそう思うでしょう。②清水
会員 9 月 28~29 日 十日町の実家に訪問して大変お世
話になりました。/中島美三郎
＊橋本会員イニシエーションスピーチ楽しく聞かせ
て頂きました。/山田二三夫
＊結婚祝いありがとうございます。/水野泰男
＊誕生祝いありがとうございます。本日早退で申し訳
ありません。/石河秀夫
＊橋本支店長イニシエーションスピーチありがとう
ございます。勉強になりました。/須賀定吉
＊橋本会員退屈しないイニシエーションスピーチあ
りがとうございます。奥様 美人ですね。/江原武男
＊橋本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。山田さんの言動には気をつけましょ
う！/澤田裕二
＊①橋本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。②親睦活動委員会の皆様 先週は雨の
中のＢＢＱ楽しく過ごさせて頂きました。/坂巻邦夫
＊橋本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。/森 仁三
＊「トンボ絵画展」無事に終了しました。/木内英二
＊①橋本さん今日はイニシエーションスピーチあり
がとうございます。これから一緒にロータリーライフ
を楽しみましょう。②結婚祝いありがとうございます。
/中里静博
＊橋本支店長イニシエーションスピーチありがとう
ございます。是非 1m:12Kg 越えを狙って下さい。/吉
野寛治
＊橋本さん興味あるイニシエーションスピーチ楽し
く聞かせて頂きありがとうございました。ロータリー
ライフ頑張って下さい。/浅見冨司雄
＊橋本支店長イニシエーションスピーチお疲れ様で
した。/豊田高行
＊誕生祝いありがとうございます。/山本完治
＊お誕生日の方々おめでとうございます。10 月の
方々が多いのは･･･越谷の重鎮の方々のご両親は正月
明けの姫始めが伝統行事だったのでしょうね！/松田
繁三
＊橋本様イニシエーションスピーチご苦労様でした。
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地区大会ではライラ委員会でパネル展示を行います。
是非お立ち寄り下さい。/増元 晃
＊結婚祝いありがとうございます。/稲村敏伸
＊結婚祝いありがとうございます。/岡田直己
＊結婚祝いありがとうございます。/吉澤雅隆
＊橋本支店長大変ユーモアのあるイニシエーション
スピーチありがとうございます。/清水勝吉
＊結婚記念日･誕生日祝の皆様おめでとうございます。
/中島雅樹
＊先週の夜間例会にご出席の皆様ありがとうござい
ました。/瀧田貴夫
＊結婚記念日と誕生日ダブルでお祝い頂きました。あ
りがとうございます。/小暮直正
＊橋本会員イニシエーションスピーチお疲れ様でし
た。/江藤真吾
＊誕生日のお祝いありがとうございます。多分家では
何もないと思います。/山田託也
＊橋本様 限られた時間での貴重なイニシエーション
スピーチ大変参考になりました。/井橋英蔵
＊結婚祝いありがとうございます。/中村聡久
＊誕生日プレゼントありがとうございます。/坂田敏
信
＊誕生祝いありがとうございます。/牛久祐一
＊誕生祝いありがとうございます。/中嶋和興
＊誕生祝いありがとうございます。所用のため途中で
失礼させて頂きます。/千阪弘敬
＊誕生祝いありがとうございます。また一つ年をとっ
てしまいます。あ~ぁ！/橋本佳明
本日 47 件 86,000 円
累計 663,500 円
◆ 出席報告
本日出席率 64.83 ％ 会員数 98 名
出席者数 59 名 出席免除者数 19 名

坂巻先生 87 歳の誕生日おめでとうございます

ロータリーリーダーシップ研究会（RLI)
修了書授与：小暮直正会員・中島雅樹会員

青少年交換留学生：ロマン君
米山記念奨学生： 朱 怡睿さん

鮫島弘武ホストファミリー
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