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◆会長／平田 徳久 ◆副会長／須賀 定吉 ◆幹事／若海 宗承 ◆ｸﾗﾌﾞ広報委員長／横家 豪
◆ 会長挨拶
平田徳久会長
皆さんこんにちは。
先週は皆さんのご協力
により恙なく年次総会
を終了する事ができま
した。坂巻年度もいよ
いよ具体的準備がスタ
ートです。これから組
織づくりや予算編成、そして活動方針を中心とした年
度計画書の作成と準備が目白押しかと思いますが、こ
の半年間の準備こそが年度運営を安定的に進める上
でのキーになるかと思いますので頑張って頂きたい
と思います。もとよりキャリアと実力のある坂巻会
長･増元幹事、そして役員･理事･各委員長の総力をも
ってすれば、全く心配は無いものと確信いたしますの
で、大いなるご活躍を期待しております。又、我が年
度も昨年の年次総会から考えますと早 1 年。本当に月
日の経つのは早いと実感します。役員･理事そして委
員長を始めとした会員各位のご理解とご協力のもと、
何とか 6 ヵ月を経過する事ができましたが、まだまだ
道半ばであります。先輩諸氏からは、会長の責任は 6
月 30 日の日付の変わる夜中の 12 時までときつく言わ
れています。若海幹事共々緊張感をもってあと半年、
気持ちも新たに頑張りたいと思います。引き続きのご
支援を宜しくお願いします。準備段階から約 1 年が経
過した今、一番気にかかっておりますのは、なんと言
っても会員増強であります。安濃年度におきましては
102 名の大台超えを達成致しました。2770 地区からは
100 名越えという事で大絶賛を浴びましたが、残念な
がら現在は 98 名で、平田年度スタートからの入会は、
橋本会員一名であります。昨日第 8 グループの第 6
回会長･幹事会があり、各クラブから近況報告があり
ました。その中で越谷東 RC では既に 5 名の入会があ
り、待望の 50 名を達成し、南･北の両クラブを超え、
又あと 4 名の入会見込みがあり、年間の純増目標を
10 名に修正したとの大変力強い報告がありました。
そして「会員増強は一にも二にも会長の熱き思いの結
果です。」との事でした。私も全く同感で、大いに反
省したところです。私はクラブの活性化はこれまでも
言われ続けておりますが、会員増強に尽きると思いま

す。これは RC に限らず、商工会議所、また民間企
業においても数の力というものは厳然と存在すると
思います。私のモットーであります「居着くな」では
ありませんが、そういう事では我が越谷クラブは、こ
の半年間少々「居着いている」状況で既に後退が始ま
っていると危機感を覚えます。残されました 6 ヵ月強
の期間におきまして、気持ちも新たに再挑戦し、クラ
ブ活性化を現実のものにしていきたいと思います。ど
うかお知り合いの方々をご紹介頂きますように改め
てお願い申し上げます。越谷青年会議所の卒業式も
近々行われ、今年は 9 名の方が対象のようです。どう
ぞ青年会議所ＯＢの皆さん宜しくお願い申し上げま
す。最後は厚かましいお願いになりましたが、これを
もちまして本日の会長挨拶とさせて頂きます。
◆ 理事会報告並びに幹事報告
若海宗承幹事
第 6 回定例理事会報告（平成 30 年 12 月 4 日）
1、1 月のプログラムが
承認されました。2 月
のプログラムは継続
審議中です。
2、1 月 26 日(火)にギ
ャザホールにて午後 2
時より I･M が開催され
ます。全会員登録させて頂きます。登録料は一人＝1
万円ですがクラブにて負担致します。
3、次年度青少年交換留学生 政岡香衣さんの受け入れ
が承認されました。
4、越谷市暴力排除推進協議会への会費として社会奉
仕委員会より 1 万円を拠出する事が承認されました。
5、当クラブの年末年始休暇を 12 月 29 日(木)から 1
月 6 日(日)までとする事が承認されました。
6、米山奨学生世話クラブを次年度も受けるよう申請
する事が確認されました。
2809 回例会 幹事報告
1、16 日(日)に来日学生オリエンテーションがパイオ
ランドホテルにて午後 1 時より開催されます。ロマン
君が出席します。
2、17 日(月)に小林操ガバナーエレクト壮行会がギャ
ザホールにて午後 6 時より開催されます。会長エレク
ト･幹事･副幹事･事務局が出席します。
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＊お知らせ
澤幡智史会員：自宅並びに事務所移転
新/〒343-0023 越谷市東越谷 9-10-4(TEL・FAX 変更なし）
◆ 委員会報告
◎ 親睦活動委員会
近藤正成副委員長
来年 1 月の第一例会は
福寿家にて新年夜会例会
です。案内を FAX 致しま
すので返信をお願いしま
す。
◎ 60周年実行委員会
石河秀夫委員長
本日例会終了後に第 3
回実行委員会を開催しま
す。まだ 2 年 6 ヵ月あり
ますが、そろそろ会場の
予約をしなければならな
い時期になり、坂巻年度
開始の準備も始まりましたので私達も始動します。出
席要請者は出席をお願いします。
◎ ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会
豊田高行委員長
大塚会員から初めて寄
付を頂きました。未だ一
度も寄付をされてない方
が 18 名いらっしゃいま
す。是非とも宜しくお願
いします。
◎ 案内
増元 晃副幹事
来週 12 月 20 日(木)、6
時半より若松にて次年度
第 1 回理事会を開催致し
ます。ご出席を宜しくお願いします。
◆ 挨拶 2019~20年度青少年交換留学生 政岡香衣さん
紹介:増元晃副幹事／春日部女子高等学校 1 年生。両
親と兄一人の 4 人家族で、草加市在住。高校ではイン
ターアクト部に在籍し、部員の招集･奉仕活動にリー
ダーシップを発揮。幼稚園がインターナショナルスク
ールだった事から語学は堪能で、とりわけ英語が得
意。現在の外国語クラスの中でもトップレベルの成績
です。
◎ 政岡香衣さん
皆さんこんにちは。この
度は私のホストクラブ
を受けて頂きありがと
うございました。留学を
通して、色々な事を学ん
でいきたいと思います
ので宜しくお願いします。

◎ 母:政岡洋子様
皆様こんにちは。何ぶんと本人共々分わからない事
が多くて大変ですが、皆様方からアドバイスを頂戴し
て、なんとかやっていきたいと思います。宜しくお願
いします。
◆ 「際奉仕事業について」
永島信之国際奉仕副委員長
（１）事業対象について
本日委員長欠席のた
め、私からフィリピン
国際奉仕事業の事前下
見の報告とお願いをさ
せて頂きます。事前下
見で訪問したのはアペ
ロクルーズエレメンタ
リースクールです。私の妻が通っていた学校で、貧し
さに苦しんでいると聞いています。
（２）事前下見の報告
今回の奉仕事業について打診した所、是非お願いし
たいとの事でした。フィリピンでは黒板を使わずテレ
ビモニターを使用して授業をしており、5 年前に火事
で焼けてしまった校舎を現在建築中である事から、完
成した校舎にモニターを寄贈し子供達の学力向上に
役立てたいと考えています。下見では沢山の先生や生
徒が出迎えをしてくれました。ウェルカムネックレス
を作ってくれたり、歌やブラバン演奏があったりと大
歓迎でした。校舎内を見学しましたが、ブロック塀等
の造りはかなり粗雑でしたが、受け入れ態勢は整って
いると感じました。同校の全生徒数は 1,360 名もいる
にも関らず、給食を食べられるのが約 350 名と、とに
かく物資が不足している状態です。学校側もなんとか
したいと考えているようです。寄贈を予定している教
室内のモニターは 32 インチのものを予定しています。
先方との打ち合わせの席では、中川訓会員の英語がす
ごく堪能で大変助かりました。現地の電気屋さんに行
って色々なモニターを確認したところ、7,200 ペソ／
1 台で交渉が成立しました。これも中川会員の頑張り
のお蔭です。
（３）事業予定と会員へのお願い
目標金額の計画は二種類あります。156,800 円は地
区補助金から出ます。委員会費から多少の支出は可能
とはいえ 15 万以上不足する見込みです。また事業中、
宿泊を予定しているのは「ノブホテル」というホテル
です。ロバート･デニーロと日本人の松久信幸氏が共
同経営しているホテルになります。カジノや大きいプ
ールも完備しています。ホテルの特徴としては、とに
かく食べ物が美味しい。世界のブランドがここに集結
しており、ビックリするくらい美味しいレストランが
沢山ありました。日程は 2 月 21 日から 24 日の三泊四
日を予定しています。最後にコレヒドールの見学ツア
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くて･･･。実は（父と）そういう関係だったんです！」
と告白されて母は怒っていました。私も親父の女は何人
も知っていましたけど、そんな場面に居合わせてしまい
参ってしまったなぁ~と思いました。
（４）思春期のこと
看板の写真があります。この看板に「マッサージ ち
ちもみ」とあって、当時はよく意味は分かっていなくて
モヤモヤした気分になった覚えがあります。小学 6 年生
の時、登り棒を登って、そのまま勢いよくスーッと降り
ると身体がなんともいえない感覚に襲われ立っていら
（１）はじめに
れな い。女性がい るのであまり言いたくな いのです
今 日 私が 卓 話 をする
が･･･。テレビのキスシーンを見ても何か熱くわきあが
という事で、小林秀男パ
ってくるものがある。そんな少年でした。皆さんもあっ
スト会 長 が私 の 話を聞
たでしょ？そんな時代。まったく誰がこんな企画（「私
くため に わざ わ ざ御出
の 履 歴 書 」） 始 め た ん で す か ？ 中 島 パ ス ト 会 長 で す
席下さ り あり が とうご
か？･･･。この頃から「一人でいたい」と思うようにな
ざいます。最初に最近商
って一人で工場内の部屋で暮らすようになりました。近
工会議 所 で私 の 会社の
所の女性同士の会話で、
「少年から大人に･少女から大人
ＰＲビデオを作成してもらいましたのでご覧下さい。～
に変化が起きる。この子はもう大人なのよ。」という言
商工会議所の新井製作所の会社案内ビデオ上映～ ち われ方をされたのが嫌だった思い出があります。
ょうど良いタイミングで作ってもらいましたのでご覧
（５）不平等への疑問
になって頂きました。
五味川純平の「人間の条件」という作品のテレビ上映
（２）父親について
を一生懸命見入りました。そして、その中に描かれてい
私という人間がいるのも両親あっての事で、「私の履
る人間社会の不条理や組織のいい加減さとか人間性を
歴書」で父と母についてお話しないわけにはいきません。
否定するといった事が、とても嫌に思えてしまいました。
父は、昭和 23 年太平洋戦争で復員してから起業しまし 「金の卵」という言葉があります。地方から出てきて就
た。その頃の東京は当時どこもバラック建てで、バラッ
職する人がいる。東京の私どもの会社はその受け皿にな
ク建ての建物があちらこちらにありました。とにかく父
る。地方から出てくる人がいっぱいいる一方で、都会で
は一番長く戦争にかかわった人間でした。満州からラバ 彼らを雇う人がいる。どうして同じ人間なのに不平等が
ウルへと従軍しておりました。神戸会員のお父さんもラ
あるのかという疑問を感じていました。「ああ上野駅」
バウルに行ったと聞いております。ラバウルは「ゲゲゲ
という歌があります。この歌には二つの意味があるのだ
の鬼太郎」の水木しげるさんも左腕を失った場所です。 と思って私は歌っています。この歌について「愛」「忍
父からは戦争の話は何度も聞かされており、防空壕を掘
耐」「寛容」
「克己」といった言葉を書きました。
った話をよく聞かされました。帰ってきてからの父はと
（６）部活・趣味等について
にかく働きました。世の中、物を作れば売れる時代。稼
こうやって、モヤモヤしてばかりでは体によくないの
げば飲む･飲めば遊ぶとなりまして、酒癖も女癖も大変
で、スポーツをしようと思って野球部に所属しました。
でした。音楽も大好きでした。父は障子紙に筆で字を書
中学･高校とずっとキャッチャーをやっていました。み
く事があり、掛け軸の言葉「徹三善一」という書が印象 んなキャッチャーというポジションを嫌がるので、レギ
に残っています。当時はよく意味が分かりませんでした
ュラーをとりやすかった。ただ、私は肩が弱かったので
が、「完全な人間などいないから思い切ってやれ」とい
ランナーに走られてしまい、肩身の狭いえらい大変なキ
う事を教えてくれたのかなと今になって思います。大酒 ャッチャーをやりました。また東京オリンピックの聖火
飲みでアル中患者にもなりましたので、父について話す
ランナーの伴走者をやりました。この写真は私が伴走し
事は山ほどありますがこのくらいにしておきます。
ているところを親父が走りながら撮ってくれたという
（３）母親について
思い出があります。墨田区牛島神社の祭りの写真があり
母親のたばこを吸っている写真です。母が煙草を吸う
ます。ここでは年がら年中祭りをやっていました。髭を
イメージはなかったので驚きました。若い衆の面倒や酒
生やしているのはＪＣの時代だと思います。
癖の悪い親父をあしらいながら、うまくやっていたんだ （７）家族について
と思います。親父が亡くなった後、私は月に一度くらい
昭和 42 年に東京の工場を越谷に移転しました。写真
東京のおふくろの所に顔を出しに行っていたのですが、
が当時の越谷の大相模。周りは本当に何もなかった。そ
ある時、家の電話がなり、母親がその電話に出て何か大 れまで隅田川の臭い中で育ったので、越谷はなんと良い
きな声でしゃべっている。電話が終わると「頭きちゃ
所だろうと感じました。その前はウンカがひどくてなん
う！黙っていればいいのに！」と怒っている。何を怒っ
てひどい所だなんて思っていたのですけどね。越谷に来
ているのかというと、昔、会社にいた女性従業員からの て見れば、せせらぎとは言わないまでも、川の水がきれ
突然の電話で、その人が母に対し「私 黙っていられな

ーをして日本に帰ってくる予定です。現地の子供達か
らは勉強したいという事で一台でもいいからモニタ
ーが欲しいとお願いされました。36 台を目標に資金
集めをしたいので、何卒お願いします。フィリピンは
大統領がドゥテルテになってから治安がよくなって
おり、ホテル内の諸設備も完備しています。最高の国
際奉仕にしたいと思いますので皆様ご協力宜しくお
願いします。
◆「私の履歴書」
新井 進パスト会長
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いで、みんなが川で泳いでいるのを見て「なるほどな」
と思い、僕も仕事の合間に泳ぎました。うちのかみさん
の美代ちゃんの写真です。写真は他にも沢山あるのです
が、一枚だけお見せします。嫁入り前の写真です。／創
業 25 周年の記念式典を現工場でした時の写真。／子供
達 4 人の写真。抱えきれないほどいます。今は大きくな
って立派になりました。／バンド演奏の写真。おふくろ
も歌が好きで、うちの家系は皆音楽好きです。この写真
は私の家族でいとこの結婚式の時にバンド演奏をして
いる写真です。母親もボケていても歌っていました。弟
はアメリカのバークレーに行きたいという事で、サック
ス奏者として高校卒業後 本当にアメリカに行ってしま
いました。行ったのですが、やはり本場のレベルは高い
という事で日本に帰ってきております。
（８）最後に
まだまだ話したい事はありますが時間が来てしまい
ました。小林パスト会長に、昔、例会の司会をしてひど
く怒られた事があります。俺が頼んで卓話をしてもらっ
ているのに、なんで司会のお前が他の人のスピーチを
「どうぞどうぞ」と言っているのだと。ご本人覚えてい
ないようですけど･･･。言葉足りませんがこれで終わり
にします。ありがとうございました。

◆ ビジター･ゲスト紹介
次年度交換留学生 政岡香衣さん･母:政岡洋子様、
交換留学生 ロマン君
◆ スマイル報告(敬称略)

＊新井パスト会長、さすが詳しい「私の履歴書」本当
に聞きやすくありがとうございました。/山田二三夫
＊新井パスト会長、今日の「私の履歴書」興味深く聞
かせて頂きました。/須賀定吉
＊①新井パスト会長「私の履歴書」ありがとうござい
ました。国際奉仕事業視察に参加の皆様お疲れ様でし
た。②青少年交換留学生 政岡香衣さんしっかりと楽
しく勉強して下さい。/江原武男
＊①新井パスト会長、楽しい「私の履歴書」ありがと
うございました。②12 月 8 日の長男の結婚式に出席
頂きました皆様、誠にありがとうございました。また
越谷クラブよりお祝いを頂戴しました。ありがとうご
ざいます。/澤田裕二
＊新井さん「私の履歴書」楽しく聞かせて頂きました。
ありがとうございました。/森 仁三
＊①新井パスト会長「私の履歴書」楽しく聞かせて頂
きました。懐かしいですね！②澤田パスト会長、ご長
男の結婚おめでとうございました。素敵な結婚式で楽
しませてもらいました。ご馳走様でした。/浅見冨司
雄
＊新井先輩、円楽の一番弟子になれますよ！/深野洋
二
＊①新井様、本日はご苦労様でした。私の女房が言っ
ていた事を思い出しました。新井製作所の製品は痒い
所にての届いた、とっても良い製品ですよ。その折は
お世話になりました。②政岡香衣さん本日はお疲れ様
です。留学に向けた準備が始まりますね。この 2 年間
で大きく成長される事を期待しております。頑張って
下さい。/増元 晃
＊①新井さん、お母様のタバコ吸っている写真がとて
も印象的でした。マッサージ･父もみ 併せて印象的！
②スマイル一度もしていない方、年内に一度宜しくお
願いします。/木村淳一
＊先週の結婚記念日のバラの花束ありがとうござい
ました。/清水勝吉
＊龍公亭で出前を取ったら岡持ちから紹興酒が出て
きました。お店に居た新井さん素敵なプレゼントあり
がとうございます。/中島雅樹
＊新井パスト会長「私の履歴書」ありがとうございま
した。人柄がわかる素晴らしい話でした。/永島信之
＊新井パスト会長、貴重なお話を楽しく聞かせて頂き
ました。/瀧田貴夫
＊所用により欠席いたします。/大野保司
＊本日、早退いたします。/大塚洋幸
本日 30 件 36,000 円
累計 1,065,500 円

＊①政岡香衣さん青少年交換留学生決定おめでとう
ございます。大いに勉強して世界との架け橋役を期待
しています。②永島国際奉仕副委員長ご説明ありがと
うございました。会員の皆様、大勢で参加しましょ
う！③新井パスト会長「私の履歴書」ありがとうござ
いました。次年度第 8G ガバナー補佐のご活躍を期待
しています。/平田徳久会長
＊①政岡香衣さん本日はようこそ越谷 RC お越し下さ
いました。留学までまだ時間がありますが勉学を頑張
って下さい。②新井パスト会長「私の履歴書」ありが
とうございました。/若海宗承幹事
＊新井さん卓話ご苦労様。悪い先輩ですみません。/
小林秀男
＊①新井パスト会長「私の履歴書」懐かしく聞かせて
頂きました。この場では言えない事も沢山あるでしょ
うね！②澤田パスト会長ご子息のご結婚誠におめで
とうございました。新郎の父上様、盛大な披露宴で泣
かないで下さい。/中島美三郎
＊①体調すぐれない中、母校先輩の小林秀男パスト会
長にご出席頂いた上、会員名簿まで卓話の記念に頂き
お心遣いに深く御礼申し上げます。②春日部女子校
政岡香衣さん交換留学生としてご縁を頂きましたね。
◆ 出席報告
素晴らしい一年半となります様願っています。③「私
本日出席率 56.52 ％
の履歴書」12 月担当を依頼され少しばかり自分史を
出席者数
66 名
振り返ってみました。/新井 進

会員数 98 名
出席免除者数 19 名

第 2809 回例会報告：2018 年 12 月 11 日）担当：横家

豪

