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の車両のところに来ましたら、駅員さんが(当時は
◆ 会長挨拶
平田徳久会長
わかりませんでしたが)、サリンの袋をホームの柱の
皆さんこんにち
陰に処理していました。そしてまた車両に戻り、ご丁
は。大熊ガバナー補
寧にもサリンで濡れた床を拭いていました。その方は
佐様ようこそ越谷
助役さんで残念ながらお亡くなりになったようです。
RC へ。先日の第 8
私は月曜の朝からゲロをした馬鹿な人がいて、駅員さ
グループの I･M で
んがご苦労されているぐらいに思い、その脇を通って
は大変お世話にな
改札を抜けた次第です。予定通り会社につき仕事を始
り、ありがとうござ
めましたが、やたらと救急車のサイレンが聞こえまし
いました。後程ご挨
た。そこへ女房から「霞が関駅で大変な事故があった
拶を頂きたいと思います。
さて、早いもので今日はもう 2 月第一例会です。事 ようだが無事につきましたか？」と心配の電話が入り
業年度を考えますと後 2 ヵ月で平成 30 年度も終了と 事件を知ったわけです。直ぐにテレビをつけ状況を知
なり、企業経営者の皆さんにとりましては、いよいよ り、当時部下が約 200 名強おりましたので直ぐに安
決算対策の大詰めで緊張の時かと推測致します。くれ 否確認をし、人事部に報告したのを昨日のように思い
ぐれも強気で頑張って頂きたいと期待しております。 出します。幸い一人の被害者もなくホッとしました。
又、平成も余すところ 3 ヵ月となりました。新しい 帰りには霞が関駅は閉鎖されていて、近辺は迷彩服と
元号が何になるのか楽しみでもあります。この平成を 防毒マスクをつけた自衛隊や警察の方々が多数いて
振り返りますと、平成元年 1 月 8 日から平成 31 年 4 異次元の世界でした。会社では「平田はサリンの横を
月 30 日まで 30 年と 113 日ですが、日本の近現代史 通っても無事だった程、鈍感で運が強く･頑健なので
において、ある意味特異な時代だったと後世に振り替 どんな仕事にも耐えられそうだ」との評判となり、人
えられるかもしれません。と申しますのも、明治･大 事ではいとも簡単にと言いますか安易にと言います
正･昭和と経験した戦争をしなかった事です。その意 か、大変な仕事を担当させられる様になりました。私
味で日本は極めて健全な経済活動を謳歌できるはず は冗談で、後遺症が出ています。サリン事件がなけれ
でしたが、バブル崩壊、リーマンショックという激烈 ばもっと頭の回転が良かったはずですと反論しまし
な景気インパクトにより、日本経済は長くデフレに苦 た。もっと･もっと、色々語りたいところですが、今
しんできました。かくいう私もバブル崩壊とリーマン 日もタイトなスケジュールですので、以上をもって会
ショックでサラリーマン人生を大きく影響されまし 長挨拶とさせて頂きます。ありがとうございました。
若海宗承幹事
た。又、阪神淡路大震災(M 7.3)・東日本大震災(M ◆ 幹事報告
9.0)・熊本大地震(M 7.3) や大水害と自然災害にも見 1、本日例会終了後に 2
舞われました。そして急激な少子高齢化にも突入して 階研修室にて定例理事
います。又、平成の事件は平成で解決と言う事かもし 会を行います。理事･
れませんが、加害者の多数が死刑執行された地下鉄サ 役員の皆様ご出席宜し
リン事件も平成の特筆すべき事件でありました。この くお願いします。
地下鉄サリン事件について、私は一過言もっています。 2、9 日(土)に第 5 回来
実は偶然事件のあった千代田線に乗っていました。事 日学生オリエンテーシ
件のあった平成 7 年 3 月 20 日(月)、当時の勤務地で ョンが春日部ふれあい
ありました霞が関に向け、柏駅をいつものように 7 キューブにて午後 1 時より開催されます。ロマン君が
時 11 分に乗りました。そして 8 時 10 分に霞ヶ関駅 出席します。
に到着しました。幸い後ろの車両に乗っておりまして、 3、11 日(月)に 地区ローターアクトの第 30 回年次大
会がパレスホテル大宮にて午後 1 時より開催され
下車してホームを改札に向け歩いていました。一番前
ます。鮫島青少年奉仕委員長･坂巻会長エレクトが
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出席します。
4、ロータリーの友･ガバナー月信、㈱熊平製作所様か
ら寄贈頂いた「抜萃のつづりその 78」等を BOX
にお入れしましたのでご確認下さい。又、米山記
念奨学会並びにロータリー財団より確定申告用の
領収書が届きました。事務局がお手元へお届けし
ます。
◆ 委員会報告
◎ 米山記念奨学委員会
中島美三郎委員長
澤石会員より 2 万円ご寄付頂きました。ありがとう
ございました。
◎ 会場運営委員会
永島信之委員長
2 月 19 日から例会場がコミセン･欅の間に変更にな
ります。お間違いのないようにご注意下さい。
◎ 国際奉仕委員会
永島信之副委員長
先週木曜日に清水団長の下、フィリピンでの国際奉
仕活動結団式を行いました。まだ参加可能ですので、
ご連絡お願いします。
◎ 雑誌広報委員会
吉村総一委員長
ロータリーの友･今月号のご紹介です。縦書き４頁
「21 世紀世代の人生計画 地球と私の運命」という
記事、この中では、
「いきがい」という概念が大切で、
その要素たる事項の相互関係が大事だという事が書
かれています。また越谷南 RC の記事もございます。
いずれもご一読下さい。
◆ 誕生・結婚祝
親睦活動委員会
誕生祝：鈴木幹夫、浅見冨司雄、平田徳久、
須賀定吉、松永賢一、澤幡智史、髙橋和彦
結婚祝：蓮見典史、中川 訓、深野洋二、
鮫島弘武、大野保司、中嶋和興、江藤真吾、
◆ 挨拶
第 8G ガバナー補佐 大熊 進様
私は 2 月 10 日生
まれで、本日の誕生
祝いは自分を祝っ
てもらっているみ
たいな気分でした。
さて、
先月の I･M に
は越谷 RC の皆様、
大勢参加頂きあり
がとうございました。180 名のロータリアン･学生 20
数名、計 200 ほどの参加で、部門委員長会議でもガ
バナーからお褒めの言葉を頂き嬉しい限りです。次年
度は、新井進Ｇ補佐の下、盛大に行われると思います。
私は来年も再来年も参加しますので宜しくお願いし
ます。また 4 月 1 日(月)にポリオ撲滅チャリティーゴ
ルフコンペがあります。越谷 RC の中島美三郎さんと
縁のある紫 C･C すみれコースです。同コースは、今
後 プロ日本オープンの会場にもなるコースです。ロ
ータリアンだけでなくゴルフをする知人･友人お誘い
合わせの上ご参加下さい。

任期がまだ半年残っておりますのでなんとか頑張
って参りたいと思います。この 2 月が一番他グループ
でも I･M が行われる時期でして、私は全部出たいと
思い体調を整えています。越谷クラブにおかれまして
は、今後ともご協力のほど宜しくお願いします。
◆ 2019~20 年度地区役員委嘱書授与 平田徳久会長
＊諮問委員
「坂巻幸次会員」
＊諮問委員･ﾛｰﾀﾘｰ財団監査委員長「井橋吉一会員」
＊第 8 グループガバナー補佐
「新井 進会員」
＊ロータリーの友地区代表委員 「中里静博会長」
＊公共イメージ向上委員
「中島雅樹会員」
＊ＲＹＬＡ委員
「増元 晃会員」
＊地区副幹事 「澤田裕二会員、中村 守会員、
幡智史会員、井橋英蔵会員」
【坂巻幸次会員ご挨拶】
次年度の諮問委員、また各地区委員合計 10 名が
委嘱を受けました。大変名誉ある事です。次年度
ガバナーは北クラブの小林操さんです。私を始め
誠心誠意、地区のため、ガバナーのために頑張り
たいと思います。
◆ RLI 研究会パートⅡ修了書授与 平田徳久会長
「木村淳一会員、小暮直正会員」
◆ 「私の履歴書」パートⅡ 新井 進パスト会長
【最初に】
12 月の例会に引き
続き、
私の履歴書パー
トⅡにお付き合い下
さりありがとうござ
います。
前回
「これで終わり！」
っ
て言ったつもりだっ
たのですが、今日もあったようでして…。プログラム
委員長から「時間が中途半端なので、そこんとこヨロ
シク。」と言われ、少しイラっとしましたが場つなぎ
の芸人のつもりでやらせて頂きます。
【前回の補足】
前回の「私の履歴書」の中で、いくつか言葉が足ら
ず勘違いさせてしまったなぁ~と思うのがあり、いく
つか補足したいと思います
① 母親の喫煙写真／おふくろですが、ほとんど煙草
は吸っていません。この写真の頃は父のこととか
で色々あって荒んでいた頃のものです。母が煙草
を沢山吸っていたわけではないことは本人の名
誉のために補足しておきます。
② 「マッサージ ちちもみ」の看板話／このマッサ
ージはお乳が出なくなった女性にマッサージす
るというものです。本当に当時、どういうものか
知らなかったんです。決してエロ話ではありませ
んので、この点も補足しておきます。
③ 妻が子供を抱いている写真／子供は「自分の子ど
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もではない」というのは事実ですが、彼女の甥っ います。弾いたふりかもしれませんけど(笑)。こんな
子です。全く赤の他人というわけではありません ところで終わりにしたいと思います。ありがとうござ
ので、この点も勘違いしないようにお願いします。 いました。
【着物の女性の写真 】
◆ 活動資金等授与
平田徳久会長
これ誰か分かりますか？分からないと思うけど私 「交換留学生 ロマン君並びにホストファミリー」
の家の隣のお姉さん。熊本の城東 RC と交歓式で現地 ◆ ビジター･ゲスト紹介
のホテルに泊まっていたところ、そこで「あら 進ち
第 8G ガバナー補佐 大熊 進様、
ゃん！」って声をかける人がいたら、その彼女だった オブザーバー ㈲丸清興産 大垣季枝子様、
と。世の中には突然ビックリするような出会いがある 交換留学生 ロマン君
という事でこの写真と共に紹介しました。
◆ スマイル報告(敬称略)
【中学時代の集合写真】
＊I･M 出席ありがとうございました。また 4 月 1 日
中川訓会員いますか？いない…。この写真の中に私 (月)の I･M 記念ゴルフ宜しくお願い致します。/第 8G
が中学の頃に好きになった子がいます。中川会員の自 ガバナー補佐 大熊 進様
己紹介の際、丸紅で海外赴任しバングラデシュに行っ ＊①第 8G ガバナー補佐 大熊様 I･M では大変お世話
ていたという話がありました。 私は卒業後何年かに になりありがとうございました。②2019~20 年度地
一度やる集まりの席で、写真の彼女の話を聞いていま 区役員の皆様 一年間宜しくお願い申し上げます。③
した。彼女から自分は丸紅でアジアに行っているとい 新井パスト会長「私の履歴書」パートⅡありがとうご
う話を聞いていたので、中川会員に知っているか聞い ざいました。/平田徳久会長
たところ、中川会員もよく知っている人だとの事でし ＊①石垣様、本日はようこそお越し下さいました。入
た。人間、思わぬところに繋がりがあるという話でし 会お待ちしております。②2019~20 年度地区へ出向
た。
されます皆様 宜しくお願い致します。③新井先輩「私
【交換留学生との集合写真】
の履歴書」パートⅡありがとうございました。/若海
交換留学生のフランソワさんやマシュー君とスキ 宗承幹事
ー場に一緒に行った写真です。
＊「私の履歴書」色々面白い話ありがとうございます。
【母親のダンス教室・麻雀・カラオケの写真】
/井橋武治
母は、昨年 96 歳で他界しましたが、大変楽しく人 ＊①新井さん「私の履歴書」パートⅡありがとうござ
生を過ごしていました。私という人間がいるのは両親 います。/井橋吉一
のお蔭ですので母の話をさせてもらいました。
＊①新井さん「私の履歴書」パートⅡご苦労様でした。
【家族の集合写真・演奏会の写真】
次はしばらくやらなくていいですね！②本日、澤石会
孫たちの写真です。一番上は高校生、下は幼稚園の 員より米山記念奨学会に 2 万円のご寄付を頂きまし
年中になります。私の今の楽しみといったら孫と楽器 た。通算 18 万円です。半端なので後 2 万円で米山功
です。孫と一緒に演奏している写真ですが、越谷 RC 労者マルチプル 2 回となります。したがって 3 月に後
のエレクトーンをやって頂いている美香先生のとこ 2 万円お願い致します。/中島美三郎
ろで開催している発表会に私も参加し、孫達と一緒に ＊①大熊ガバナー補佐 I･M お疲れ様でした。ゴルフ
演奏しました。名探偵コナンの曲やルパン三世の曲を には参加できるように練習しますね。②石垣さんよう
やりましたが、ルパン三世をやったとき母のこと等も こそ越谷 RC へ。例会をお楽しみ下さい。知っている
あり大失敗でした。
方も多いと思いますよ。/新井 進
【車の写真】
＊「私の履歴書」ありがとうございます。音楽のある
32 年間乗った愛車の写真です。澤田さんから「二 家庭は素晴らしいですね。/水野泰男
度と乗らない」と言われた車です。高速道路を走行中、 ＊①大熊ガバナー補佐 先日の I･M では大変お世話に
途中でエアコンが壊れてしまいました。
なりました。とても思い出に残る I･M でした。②他
【稲門祭でのバンド演奏写真】
界した親父の年になります。やっぱり気になります。
私は高校の時、早稲田大学を受けたのですが、もの 親父より少しでも多く生きたいです。/須賀定吉
の見事に落ち、仕事をやろうと決め、大学進学を諦め ＊新井パスト会長「私の履歴書」パートⅡありがとう
て、それ以来仕事をしてきましたが、不思議な縁から ございました。今日は時間が少なくてごめんなさい！
越谷･吉川･三郷の稲門会の賛助会員になって稲門祭 /澤田裕二
に参加し、行った事のない早稲田大学の大熊講堂の前 ＊①大熊ガバナー補佐 I･M では色々お世話になりあ
でバンド演奏をしました。プロ級の参加者の中で、私 りがとうございました。②新井さん「私の履歴書」パ
どものような芸人が参加するのは異色だったかもし ートⅡ楽しく聞かせて頂きました。ガバナー補佐が終
れません。大野光政さんもここでキーボードを弾いて わったらパートⅢ楽しみにしています。/坂巻邦夫
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＊①新井さん「私の履歴書」パートⅡ楽しく聞かせて
頂きました。②プロ野球もキャンプイン 私事ですが
今年もロータリー･ゴルフ･野球を楽しみたいと思い
ます。/森 仁三
＊大熊ガバナー補佐 今日はようこそ越谷 RC へ。先
日の I･M お疲れ様でした。/中里静博
＊新井さん本当に楽しいお話ありがとうございまし
た。このために遅れても出席しました。/吉野寛治
＊①誕生祝いありがとうございます。古希と言う事で
皆様にお祝いして頂き感謝しています。②石垣さん本
日は例会に出席頂きありがとうございます。ご入会お
待ちしております。/浅見冨司雄
＊本日は小額ですが明治安田生命 武隈会員より R 財
団に寄付を頂きました。企業ロータリアンとしては橋
本会員･川崎会員に続いて 3 人目となりました。あり
がとうございます。/豊田高行
＊すみません。急用ができ早退します。新井パスト会
長「私の履歴書」パートⅡが聞けず残念です。/安濃
和正
＊すみません。本日早退致します。/吉澤行雄
＊「私の履歴書」パートⅡ楽しく拝聴させて頂きまし
た。/森田 隆
＊誕生日と結婚記念日のお祝いありがとうございま
す。/蓮見典史
＊大熊ガバナー補佐 先日の I･M お疲れ様でした。来
年は地区でお世話になります。/増元 晃
＊新井さんのお母さんの写真アレサ･フランクリンか
と思いました。ワイルドですね~。/木村淳一
＊新井様「私の履歴書」パートⅡ 大変良かったです。
石垣さんご入会待っています。/清水勝吉
＊新井さん楽しいお話ありがとうございます。プチ情
報ですが南越谷駅北口に朝までやっている喜多方ラ
ーメンが近々オープンします。/中島雅樹
＊大熊ガバナー補佐ようこそお越し下さいました。/
永島信之
＊2 月 3 日に父、大樹郎の三回忌法要を無事に執り行
う事ができました。/瀧田貴夫
＊結婚祝いありがとうございます。/江藤真吾
＊誕生祝いありがとうございます。プチ情報ですが越
谷駅東口にラーメン二郎が 3 月 10 日開店するそうで
す。/澤幡智史
本日 38 件 49,000 円
累計 1,353,500 円

2 月の結婚・誕生祝いの皆様

次年度地区役員

次年度地区副幹事

◆ 出席報告
本日出席率 61.53 ％ 会員数 97 名
出席者数 9 名 出席免除者数 19 名

RLI パートⅡ終了書
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