
・点　鐘　吉島会長

・ソング　我等のなりわい�

・卓　話　中山久喜会員　柏木正之会員�

【会長報告】

　先週の会長幹事会、お茶屋さんを営む狭山中央

ＲＣ古谷会長から狭山茶が風評で困っていると

のお話。セシウム量が食品と同じ扱いだが、本来、

飲む場合は違う数値でやるべき。何店かが倒産

したとの事。全国の会員から１万円集めているが、

その予算から風評被害にストップをかけるＰＲ

にお金を回しても良いのではと申し上げた。

　ブレア市との提携３０年で１１名が飯能まつりに

合わせ来飯。式典実行委員会の委員となってい

るＲＣとして３日、受付を担当。協力有難うござい

ました。一中吹奏楽部７８名の素晴らしい演奏後、

横田基地のバンド、パシフィック・トレンツ（６名）

が１時間程、最後に津軽三味線小山貢治氏。６日、

飯能まつり、昼から歓迎レセプション。１１名中２

名のロータリアン、アーノルド夫妻とはベトナム旅

行の話に終始、“姉妹クラブ”の話は出ず。提携に

はそれなりの心構えと将来を考えた決定が必要。

将来の担当者にその課題を送りたい。

【幹事報告】
・１１／２０（日）地区大会、飯能駅南口９時出発。
�・１２／８（木）川越ＲＣ創立６０周年記念ゴルフ大会。
�・週報：狭山ＲＣ�
◎例会変更のお知らせ�
◇入間南ＲＣ�
・１１／２２（火） 地区大会に振替�
・１２／２０（火） クリスマス家族会１８時点鐘�

◇狭山ＲＣ�
・１２／２３（金） 例会変更１２／２２（木）年末家族会
　　　　　 １８時　東武サロン�
・１２／３０（金）例会取止（定款６―１―Ｃ）�
・１／６（金）例会取止（定款６―１―Ｃ）��
・１／１３（金）狭山市３ＲＣ合同新年会１８時 東武サロン�

【出席報告】無断欠席なし　　　　　　   増島君

【Ｍ　　Ｕ】
１０／１１（日高）矢島（高）君
１１／８（日高）矢島（高）君

【結婚・誕生日祝】　　中里（忠）親睦活動委員長
◇金婚式おめでとう　細田吉春君�
◇古稀おめでとう　　大河原康行君�
◇入会記念日おめでとう�
　山川君、市川（洋）君、吉島君、小久保君
◇結婚記念日おめでとう�
　市川（洋）君、田辺君、新井君、塩野君、和泉君
　橋本君、島田君、土屋（崇）君、細田（吉）君
　細田（伴）君、雨間君、安藤君
◇会員誕生日おめでとう�
　１４大崎君、１８吉田（武）君、２０大河原君
◇夫人誕生日おめでとう�
　５細田（伴）夫人、９服部夫人、１１馬場夫人
　１４新井夫人、１５平沼夫人、田辺夫人
　２０齋藤夫人、２４大附夫人

【ＳＡＡ報告】
◎ ニコニコＢＯＸ�

・入会記念祝、有難うございます。
　　　　山川君、市川（洋）君、小久保君、大河原君�
・誕生日祝、有難うございます。
　　　　　　　　　  吉田（武）君、大附君、大崎君�
・結婚記念日祝、有難うございました。
　　　橋本君、市川（洋）君、新井君、安藤君、田辺君
　　　　　　和泉君、吉澤君、土屋（崇）君、島田君�
・家内の誕生日祝、有難うございました。
　　　　齋藤君、平沼君、服部君、新井君、田辺君�
・古稀７０才になりました。お祝い有難うござい
　ます。　　　　　　　　　　　　　  大河原君�
・遅刻　　　　　　　　　　　　　　　高橋君�
本日計８８，０００円、累計額５４６，１１２円。

◎１６日例会当番は馬場会員、藤原会員です。�

【卓　　話】

　１９６８年９月。タカラ「人生
ゲーム」、「サッポロ一番みそ
ラーメン」が発売、人間では未
だ大成した人物は居ない。そ
んな年月の生まれ。鹿児島・川
内市（せんだいし）久住町（くじゅうちょう）
生まれの父は「住生」。１５才の
父を「久住」から飯能に連れて
来たのが「喜之介」伯父さんで、
私は「久喜」。母は飯能生まれ。
父が勤めていた松下製作所に

入社して来た。始め、家族は笠縫に住んでいたが私が２
才の時、父が独立。下加治に工場を作り、工場内に６畳
位の部屋を作って暮らしていた。精明小、一中、飯能高
校を出て、東洋大学へ。大学ではゴルフ同好会に在籍。
卒業後、入間市の企業で金型技術を５年位学んでいたが、
バブルがはじけた頃で、仕事の無い日が続く。当時の社
長が会社を身売りする事になり、社員や経営者の気持
ちをそこで学んだ。現在は芦苅場の「飯能精密工業（株）」
で金属加工業を営んでいる。金型を使ったプレス加工
でケータイ、バーコードスキャナー、ＰＣ、歯科医療機器
等の部品を製造。爆発的ヒット製品では、３０年位前、資
生堂のコンパクト内部のステンレス製の皿を１０００万個
位作った。他に、数字や文字が送れるようになったポケ
ットベル部品、（特許のあった頃の）万歩計の分銅部等。
ケータイの世界的市場規模は大きく、５、６年前、ボタンの
ある（海外の）スマートフォンの部品はかなりの数、出た。
出始めの頃のｉＰｏｄも作った。大型ハリケーンが米国に
上陸すると無線機の注文が増える。普段は月２００台、ハ
リケーンが来ると６０００台。秩父商工会議所「地域振興券」
で硬貨を１００万枚作ったが１枚１０００円なので金額に
すれば１０億円分位の発行。現在、売上の２０～３０％はパ
チンコの台間玉貸機の部品。台の入替が多い程、出る。
スーパーは今、電子タグで値段を一気に変更するシス
テム。これから海外で出ると感じる。試作中のリチウム
イオン電池は電気自動車１台に何百の単位なので期待
している。ＲＣに入ったので、中学からやっているゴル
フにも力を入れようと週１でレッスンに通っている。

講師紹介　　　　　　　　　　　山川職業分類委員長
　Ｓ１５年３月２４日生まれ。自由学園卒業後、横浜ニュー
グランドホテルに就職。Ｓ４０年、お父様が亡くなり家業
「大松閣」を継ぐ（現・会長）。Ｈ１０年から１６年間、名栗村
村長。飯能市との合併に尽力。Ｈ１７年より市議１期。

　Ｓ２５年、自由学園が名栗の村有林を借りて植林を行う。
親父の兄の息子７人の七男坊が想像を絶するガキ大将
で、困って、Ｓ２６年、躾の良さそうな自由学園に入れる。

なかなか良さそうだというの
でＳ２７年に一中を卒業した姉
も入り、名栗中１年だった私も
編入、自由学園で１年をやり
直した。高校進学率が名栗で
１割程の時代。一番のカルチ
ャーショックは名栗の学校に
ピアノが無い時に学園には体
育館、講堂、寮と何処にでもあ
り自由に弾けた事。大学部ま
での１０年間で卒業式は１回。

入学時２４人、卒業時２３人。入れ替えもあったが、それが
１０年間のクラスメート。寮は中学と高校が一緒の６～
８人部屋。中１が高３を呼ぶ時も「～君」。こういう雰囲
気で育ったので卒業の時は大変だった。殆どが一部上
場企業に就職。一人は「朝日新聞の記者になる」と、入学
当初から毎日、１面から新聞を読み続け、見事入社。テス
トや通信簿が無く成績の順番が無いが勉強をやる奴は
やり就職。そんな時、名栗の旅館など継ぐ気にならなか
った。一人息子だからと悩んだ末、選んだのがホテル。
Ｓ３８年、オリンピック前年。東京に帝国ホテル、横浜にニ
ューグランド。これが双璧だった。寮の限られた世界で
育ったので会社に入った時は面白くてしょうがなかった。
今の若い人達にあの高揚感は無いと思う。ホテル業界
に近代企業に目覚めるのだという物凄いバイタリティ
ーがあった。帝国、オークラの後、東京プリンスが出来、
ニューオータニが出来た。シェル石油等の本社役員が
家族で滞在すると１回の夕食は私等の１か月の給料よ
り多かった。３６０円レート格差の激しい時代。ホテルの
開業時、３分の１は経験者を雇わないと成り立たない
と言われ、その人材供給源がニューグランドだった。あ
ちこちに知り合いが散って行った。「この業界で行ける
のではないか」と感じ、コーネル大学ホテル学科に来春
行こうと思っていた年の秋、親父が仕入先の築地で急死。
その晩、親父の遺体と一緒に名栗へ戻り、そのまま家業
を継ぐ。未だ馴染み切っていない部分もあるが、親父は
命に引き替えて私を名栗に引き戻したなと思っている。
名栗は林業、観光客は迷惑という時代で苦労したが、私
が１つ信念として持っていたのは、旅館というのは外
の人を引き入れる事で、その旅館を通してその“地域”
を見られる、“地域”の文化発信基地なんだという自負心
だった。何としてもそういう役割を地域の中でやって
いきたいという思いを持ちながら今にたどり着いた。
ホテルの活況を体験した人間からすると寂しいという
事と、朝日の特派員の署名入り記事を名栗の山奥で見
る寂しさ。そういう屈辱感みたいな寂しさを持ちながら、
「この地域で」という思いで生きて来たような気がする。
旅館業を通し地域にいくらかでも貢献出来るとしたら、
それがロータリーで言う“ヴォケーショナル・サービス
（職業奉仕）”なのだろう。「下宿」も「旅館業法」の対象だ
が、一番厳しいのが「政府登録国際観光旅館」。これをク
リアした旅館は全国に約３０００軒。うち１１００軒がホテル。
「全国で一番宿泊者の少ない県が埼玉県」と報道された
当時、土屋知事は「経済の安定発展の時代、観光は大事
な収入源」と、行政のリストラの進む中「観光振興室」を
立ち上げる。上田知事も「観光立県宣言」、川を利用した
観光振興の施策。ただ、権威ある（社）日本ホテル協会に
加盟するのは１１００軒中、２３３軒。埼玉県ではホテルヘ
リテイジとパレスホテル大宮だけ。そういう中でどう
いう風に観光をやって行くのか。高度成長の望めない
時代に安定的に地域の活力を得るとしたら観光収入は
非常に大きい。飯能では１６軒が旅館組合に入っている
が廃業されたホテルの方が多い。観光に力を入れても
受け皿が無かったら収入に繋がらない。私自身も旅館
組合も、どう生き延びて行くのかが課題。私の業界は単
体ではなかなか成り立たない。地域との連携、地域の魅
力アップが事業に結び付く。そういう意味でも、ＲＣを
通しての職業奉仕に力を注がなければいけないと思う。

カルヤン・バネルジー

立 原 雅 夫

当 番 雨間君、安藤君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

ロ ー タ リ ー 財 団 月 間
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晴
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イニシエーションスピーチ 中山久喜会員

わが業界について 柏木正之会員

※次週の例会案内は省略。
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で硬貨を１００万枚作ったが１枚１０００円なので金額に
すれば１０億円分位の発行。現在、売上の２０～３０％はパ
チンコの台間玉貸機の部品。台の入替が多い程、出る。
スーパーは今、電子タグで値段を一気に変更するシス
テム。これから海外で出ると感じる。試作中のリチウム
イオン電池は電気自動車１台に何百の単位なので期待
している。ＲＣに入ったので、中学からやっているゴル
フにも力を入れようと週１でレッスンに通っている。

講師紹介　　　　　　　　　　　山川職業分類委員長
　Ｓ１５年３月２４日生まれ。自由学園卒業後、横浜ニュー
グランドホテルに就職。Ｓ４０年、お父様が亡くなり家業
「大松閣」を継ぐ（現・会長）。Ｈ１０年から１６年間、名栗村
村長。飯能市との合併に尽力。Ｈ１７年より市議１期。

　Ｓ２５年、自由学園が名栗の村有林を借りて植林を行う。
親父の兄の息子７人の七男坊が想像を絶するガキ大将
で、困って、Ｓ２６年、躾の良さそうな自由学園に入れる。

なかなか良さそうだというの
でＳ２７年に一中を卒業した姉
も入り、名栗中１年だった私も
編入、自由学園で１年をやり
直した。高校進学率が名栗で
１割程の時代。一番のカルチ
ャーショックは名栗の学校に
ピアノが無い時に学園には体
育館、講堂、寮と何処にでもあ
り自由に弾けた事。大学部ま
での１０年間で卒業式は１回。

入学時２４人、卒業時２３人。入れ替えもあったが、それが
１０年間のクラスメート。寮は中学と高校が一緒の６～
８人部屋。中１が高３を呼ぶ時も「～君」。こういう雰囲
気で育ったので卒業の時は大変だった。殆どが一部上
場企業に就職。一人は「朝日新聞の記者になる」と、入学
当初から毎日、１面から新聞を読み続け、見事入社。テス
トや通信簿が無く成績の順番が無いが勉強をやる奴は
やり就職。そんな時、名栗の旅館など継ぐ気にならなか
った。一人息子だからと悩んだ末、選んだのがホテル。
Ｓ３８年、オリンピック前年。東京に帝国ホテル、横浜にニ
ューグランド。これが双璧だった。寮の限られた世界で
育ったので会社に入った時は面白くてしょうがなかった。
今の若い人達にあの高揚感は無いと思う。ホテル業界
に近代企業に目覚めるのだという物凄いバイタリティ
ーがあった。帝国、オークラの後、東京プリンスが出来、
ニューオータニが出来た。シェル石油等の本社役員が
家族で滞在すると１回の夕食は私等の１か月の給料よ
り多かった。３６０円レート格差の激しい時代。ホテルの
開業時、３分の１は経験者を雇わないと成り立たない
と言われ、その人材供給源がニューグランドだった。あ
ちこちに知り合いが散って行った。「この業界で行ける
のではないか」と感じ、コーネル大学ホテル学科に来春
行こうと思っていた年の秋、親父が仕入先の築地で急死。
その晩、親父の遺体と一緒に名栗へ戻り、そのまま家業
を継ぐ。未だ馴染み切っていない部分もあるが、親父は
命に引き替えて私を名栗に引き戻したなと思っている。
名栗は林業、観光客は迷惑という時代で苦労したが、私
が１つ信念として持っていたのは、旅館というのは外
の人を引き入れる事で、その旅館を通してその“地域”
を見られる、“地域”の文化発信基地なんだという自負心
だった。何としてもそういう役割を地域の中でやって
いきたいという思いを持ちながら今にたどり着いた。
ホテルの活況を体験した人間からすると寂しいという
事と、朝日の特派員の署名入り記事を名栗の山奥で見
る寂しさ。そういう屈辱感みたいな寂しさを持ちながら、
「この地域で」という思いで生きて来たような気がする。
旅館業を通し地域にいくらかでも貢献出来るとしたら、
それがロータリーで言う“ヴォケーショナル・サービス
（職業奉仕）”なのだろう。「下宿」も「旅館業法」の対象だ
が、一番厳しいのが「政府登録国際観光旅館」。これをク
リアした旅館は全国に約３０００軒。うち１１００軒がホテル。
「全国で一番宿泊者の少ない県が埼玉県」と報道された
当時、土屋知事は「経済の安定発展の時代、観光は大事
な収入源」と、行政のリストラの進む中「観光振興室」を
立ち上げる。上田知事も「観光立県宣言」、川を利用した
観光振興の施策。ただ、権威ある（社）日本ホテル協会に
加盟するのは１１００軒中、２３３軒。埼玉県ではホテルヘ
リテイジとパレスホテル大宮だけ。そういう中でどう
いう風に観光をやって行くのか。高度成長の望めない
時代に安定的に地域の活力を得るとしたら観光収入は
非常に大きい。飯能では１６軒が旅館組合に入っている
が廃業されたホテルの方が多い。観光に力を入れても
受け皿が無かったら収入に繋がらない。私自身も旅館
組合も、どう生き延びて行くのかが課題。私の業界は単
体ではなかなか成り立たない。地域との連携、地域の魅
力アップが事業に結び付く。そういう意味でも、ＲＣを
通しての職業奉仕に力を注がなければいけないと思う。

カルヤン・バネルジー

立 原 雅 夫

当 番 雨間君、安藤君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために
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わが業界について 柏木正之会員

※次週の例会案内は省略。


