国際ロータリー第２７７０地区 ２０１６～２０１７年度 越谷南ロータリークラブ 会報

会長 瀬尾拓也
会長エレクト 赤松則宏
幹事 加藤修子
会報委員長
荒井信宏
ＲＩテーマ：人類に奉仕するロータリー
地区テーマ：楽しいロータリークラブを作り上げよう

平成 29 年３月９日
【点鐘】
【ロータリーソング斉唱】
【ゲストビジター紹介】
第 2770 地区
第 8 グループ ガバナー補佐

小林操

様

【会長あいさつ】
瀬尾会長
皆様こんにちは。
3 月に入り、また少し季節が進んだのでしょうか。花粉症
の方は辛い時期に入ってきたのではないでしょうか。季節の
変わり目ですので、皆様お体ご自愛下さい。
さて、会長エレクトは今日明日と 2 日間会長エレクト研修
セミナーに参加しております。去年の今頃は私がこの研修に
参加していて、辛いつらい 2 日間を過ごしていたのを思い出
します。来週の例会では、会長エレクトに研修の内容を報告
していただく予定となっております。皆様どうぞご出席いた
だいて次年度の方向性などを感じていただければと思います。
また、今週末には台中南区ＲＣの創立 30 周年記念式典が
ございます。当クラブからは 14 名の会員が台湾に出向き、参
加をしていただきます。ご参加の会員さんにはたいへんご苦
労をお掛けしますが、クラブの代表として姉妹クラブとの友
好親善に努めていただきたいと思います。なにとぞよろしく
お願い申し上げます。
そして、月末には越谷東ＲＣとの合同夜間例会、４／１（土）
には第８ＧのＩＭハイクが行われます。我がクラブとしまし
ては、大勢の参加で参りたいと考えておりますので、皆様ご
参加よろしくお願い申し上げます。

第２０９２回

例会

【幹事報告】
加藤幹事
1、
国際ロータリー第 2770 地区 地区ガバナー 浅水尚伸様、
青少年奉仕部門担当諮問 井橋 吉一様、青少年奉仕部門
委員長 加藤 始様、青少年交換委員長 村石 政彦様よ
り来日学生、派遣候補生の皆様へと北本 RC 主催イベント
「青春メッセージ」参加のお誘いが届きました。今年度の
テーマ「私の目標」をもとに意見発表があります。
日時 平成 29 年 3 月 19 日（日） 10：00 集合
17：00 解散
場所 北本市文化センター3F（第 1・第 2 会議室）
詳細は事務局まで
2、
上記の方々に加え、
青少年交換学友会会長 冨田 万央様、
同幹事長 山崎 千尋様より 派遣候補生・来日学生・青
少年交換学友・ロータリアンの交流を目的とした恒例の青
少年交換学友会企画「北本キャンプ」のお知らせが届いて
おります。
日時
4 月 15 日（土）～16 日（日）
集合場所 大宮駅 まめの木 9：00
詳細は事務局まで
3、既にご案内させて頂いておりますグラウンド・ゴルフ大会
が 4 月 15 日（土） 8：00～12：00 まで越谷市総合運動
公園多目的運動場（野球場うら）で開催されます。出欠の
締め切りが過ぎておりますがご参加頂けます会員様は社
会奉仕委員長の久木野会員までお申し出下さい。
4、平成 29 年 4 月 1 日（土）第 8 グループ I M ハイク開催の
ご案内を差し上げておりますが参加可否の返事が 3 月 15
日（水）となっております。満開の桜が期待できる時候の
開催で「お花見をウォーキング」と題して、バスで都内に
向かってのスケジュールとなっております。皆様のご参加、
宜しくお願いいたします。

【表 彰】
石塚一男 会員
第 9 回米山功労者

【お客様挨拶】
・ガバナー補佐 小林操 様
ＩＭハイク(4/1)のキャンペーンに参りました。
最初に訪れる聖徳記念絵画館からは富士山が見えるかも
知れないので期待して下さい。
午後に訪れる六義園は徳川綱吉様の家屋敷でした。
しだれ桜が有名です。浅水年度のバッチに桜が入ってい
ることもあり、じっくり桜を見て楽しんで下さい。

【ロータリー情報委員会】 中島賴光 会員
家庭集会の時期が近付いてきました。
班構成、日程等は後日あらためて連絡いたします。
【行事・卓話】
・中島賴光 会員 ＜しくじり人生＞
1. 誕生地 兵庫県武甲郡御影町（阪神淡路大震災の時、
高速道路でバスが宙ぶらりになっていたあたりです）
2. 生まれの経緯（1945 年 3 月 17 日）の神戸大空襲で
母親の里（愛媛県）に疎開する。
3. 子供時代は海や山で遊びました。
4. 小学校 5 年生から陸上競技を始めて 26 才まで続けまし
た。
5. グライダー遊びをしていたら、そのグライダーが高さ 30
ｍの木にひっかかり、その木に登ったら、落下したが、
枝にひっかかって、命が助かりました。
6. 山下亀三郎（日本三大商船の一人）庄屋の末っ子
（山下汽船：現在の商船三井）創立者で山下実科女学校
（大正 6 年創立）の創立者です。
昭和 13 年県立吉田工業高校が出来た。
昭和 24 年に山下実科女学校と吉田工業高校が合同に
なり、総合男女共学高校になりました。
愛媛県立吉田高校 機械科、電気科、電気通信科、家庭科
普通科、機械科卒業（昭和 38 年）
7.（今のヨドコウ）
就職試験に英語が弱いと面接で指摘され、
日本人だから英語はやりません、で不合格になる。

8. そのあと、日産自動車に入社（厚木工場、1 期生で入社
1 年 9 か月）
、入社 1 年後に新宿の工学院大学夜間部に入
学、その後、日産自動車を退社
東京で叔父がダクト屋をやっていた関係でアルバイトを
しながら夜、学校へ通っていました。
9. ダクト屋は景気が良かったので、
学校をやめてダクト屋を
本業にしました。
10. 24 歳で独立して、職人の親方になりました。
11. 27 歳の時に元請会社が倒産
12. その後、親元会社に拾われて、請負業の元請になりまし
た。建築会社の設備部長と仕事のトラブルがあったが、
その部長に気に入られて指名がかかりました。
13. 33 歳（昭和 52 年）で会社（有限会社光亜音調）を設立
14. 45 歳（平成 2 年）で 2 つ目の会社（(株)サン・ラック技
研）を設立。
15. 49 歳でロータリーに入会しました。

【スマイル報告】
お陰様で
スマイル合計 ３０件、４０,000 円でした。
皆様のご協力、ありがとうございました。
【出席報告】
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会報担当：荒井
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――――― クラブプロフィール ―――――
【姉 妹 ク ラ ブ】 国際ロータリー第 3460 地区
台中南区扶輪社（中華民国台中市）
【友 好 ク ラ ブ】 国際ロータリー第 2520 地区
宮古東ロータリークラブ
【例
会
日】 毎週木曜日（PM0：30～1：30）
【例会場・事務局】 〒343-0842
越谷市蒲生旭町 10-14 中野ビル 2 階
TEL 048－987-5761
FAX 048－987-5762
E-mail info@koshigayasouth-rc.jp

