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例会場：マ ロ ウ ド イ ン 飯 能

新世代のための月間

曇
吉 田 武 明

・点 鐘
・ソング
・卓 話

山 岸 敬 司
当 番 平沼君、半田君

吉田武明会長
我等のなりわい
福島 毅会員 本橋 勝会員
伊澤健司会員

【会長報告】
ガバナー公式訪問タイムスケジュールを配
付。９／２５補佐訪問は通常例会を、
との事。
会長幹事は書類の点検等のため、
早めの対応。
１０／２公式訪問は例年と手法が異なります。
制服着用。１２：１５までに例会場入場。年度計
画書持参。発表は５分となっていますが２、
３
分でも結構、早めに終わればそれで良いと思
います。
１
２
：３０からの例会は時間がありません。
ニコニコは氏名のみ発表、委員会報告は翌週
に回して１２分で終わらせ１３：００のガバナー
卓話に引き継ぎたい。確認とご理解をお願い
します。ＲＣレートは１ドル＝１００円です。
【幹事報告】
高橋副幹事（代行）
本日の幹事報告はございません。
【委員会報告】
◎社会奉仕委員会
杉田君
９／７地区委員会、
半田パスト会長と参加。
地域社会奉仕（半田副委員長）
、世界遺産登録
推進、アイバンク、ブライダルの４委員会。
世界遺産は千円の登録料で一般の方もサポー
ターになれます。
ご協力お願いします。
アイバ
ンク、飯能は登録１０名。１人でも多く登録を。
ブライダルはメンバー以外も応募可能です。

◎雑誌委員会
馬場君
ロータリーの友事務局より。年１回１１月
発行の「ロータリーの友 英語版」を知人や
外国人の方にご紹介ください。
【出席報告】無断欠席なし

塩野出席委員長

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率
【Ｍ
Ｕ】
８／６（日高）前島君
８／２２
（入間）土屋（良）君
９／７（地区）半田君、杉田君
【結婚・誕生日祝】
神田（敬）親睦活動委員
◇入会記念日おめでとう
山岸君
◇結婚記念日おめでとう
大野君、藤原君
◇会員誕生日おめでとう
４木川君、９中山君、１９土屋（良）君
２２神田（敬）君、２８土屋（崇）君
◇夫人誕生日おめでとう
２３森夫人、２８和泉夫人
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・福島さん、
伊澤さん、本橋さん、お三方の入会本当にうれしかっ
たです。これからも一緒にＲＣを楽しみましょう。 安藤君
・伊澤先生、イニシエーションスピーチよろ
しくお願いします。
川口君
・妻の誕生日祝い有難う。
和泉君

・誕生日のお祝い有難うございます。
土屋（崇）君、中山君、土屋（良）君、神田（敬）君
・東京オリンピックの開催の年は古希となり
ます。
土屋（崇）君
・結婚記念日有難うございます。イニシエー
ションスピーチ頑張って下さい。 大野君
・遅刻
半田君
・早退
田辺君、服部君、大野君、神田（敬）君
本日計３１，
０００円、累計額２３５，
６１４円。
◎１８日例会当番は服部、細田（吉）会員です。
【卓
話】
講師紹介
市川（昭）プログラム委員長
新入会員３名、順番は厳正なる話し合いで
決めました。
１０分の制限時間でお願いします。

イニシエーション・スピーチ
飯能ロータリークラブ

福島 毅会員

本橋 勝会員

伊澤健司会員

福島 毅会員
５８年生きて、こんな
に緊張した事はないくら
い緊張しています。
今年６月に入会させて
頂き、現在、出席委員会
に所属している薬剤師の
福島です。３か月過ぎま
したが何も分らず、右往左往しているところ
です。
昭和３０年１２月１日、飯能市原町で生まれ
ました。飯能信用金庫中央支店のある場所で
す。祖父の代から左官業を営む家の長男とし
て生まれました。
「１２月１日」は消防点検の
日で、父が消防団をしていたので、
「お前の誕
生日には朝、サイレンが鳴るぞ」と言われた
のをよく覚えています。駅前にあった白百合
保育園、飯能第一小学校、飯能第一中学校、
それから、明治学院東村山高校、新大久保に
あった東京薬科大学に進み、薬剤師の道を目
指す事になりました。職人の家に育ったもの
で、父からは「男は手に職をつけろ」と言わ
れていました。
卒業してからも病院や製薬会社の営業等を
選ばず、薬局の薬剤師を目指すという事で、
朝霞にある薬局チェーンに入社しました。そ
の数店舗の中の１店に漢方専門薬局がありま
した。そこへ行きますと漢方薬の独特な香り
と、そこの先生と患者さんとの会話がすごく
心地良くて、
「こういう仕事をしたいな」とい
う事で漢方の方に気持ちがどんどん進んでい
き、漢方薬局を目指しました。その先生から、
上野にある漢方の私塾の先生を紹介して頂き
３０年以上通う事になりました。それが僕の薬
剤師としての出発点になったように思います。

昭和５６年、
２６才で自宅のある新町に「福島
薬局」
を開業。
今考えるとゾッとします。たった
４年しか修業していない若造が開業してしま
うというのはとんでもない事だと思うのです
が、若かったのでほぼ年中無休で仕事、上野
に勉強に行ったり、アクティブに動いていま
した。それが原因か分りませんが、この年ま
でゴルフを一度もやった事がなくて、最近で
は少し後悔しています。
７、８年経った頃、店舗の改装等をして、仕
事はどんどん漢方の方へ進んでいきました。
平成７年、４０才の時、飯能駅前にテナント
を友人が作るというので「博濟」を開業しま
した。こちらは基本的に予約制で、患者さん
とゆっくりお話をして、その方に合った処方
を選んで、煎じ薬であったり粉薬であったり
をお勧めするスタイルでやっております。こ
の仕事は好きなのですが、生薬の管理等いろ
いろでリスクもあったり、大きい仕事ではな
いので結構大変な面もありますがずっと続け
ています。
平成２０年、５３才の年に、埼玉医大国際医
療センターの開業に合わせて、飯能地区薬剤
師会の７名の有志で「株式会社ハート薬局」
という会社を設立、そちらの仕事も携わるよ
うになりました。そこは、西部入間地区唯一
のドライブスルーの調剤薬局で、実は、先週
の土曜日、テレ玉で店舗紹介されました。そ
の後２年して、武蔵台ショッピングセンター
の中にハート薬局の２店目を開業しました。
こんな風に時代はどんどん変わっていて、
私の大学時代には「医薬分業」という業態は
夢のまた夢と考えていましたが、今は、更に
在宅にまで薬剤師が関わっていく時代になっ
ており、正直なところ、追い付いていくのが
一寸大変なところです。
最後に私の好きな言葉を挙げさせて頂きま
す。それは「継続は力なり」です。
上野の師匠に言われた言葉なのですが、僕
自身は特別知識があるわけでも技術があるわ
けでもないのですが、１つの事を突き詰めて
やるのはあまり嫌いではありません。器用で
も要領がいいわけでもないので、上手にやっ
ているわけではないのですが、言い換えれば
「馬鹿の一つ覚え」で同じ事を繰り返していく
のが比較的自分に合っているのかなと思って
現在も続けています。やはり、良い仕事をし
たり良い人間関係を作るのには時間とか手間
が掛かるのかなという風に自分に言い聞かせ
て、これからも人間として成長出来るよう、
継続して頑張っていくつもりでいます。
とりとめのない内容でしたが、私自身この
「人生儀礼」を機に、改めまして飯能ＲＣの
一員として社会貢献出来るよう努力する所存
であります。諸先輩方におかれましては、今
後共厳しく、時には優しく、是非ご指導頂け
ますようよろしくお願い致します。

本橋 勝会員
原市場で材木業を営ん
でおります本橋と申しま
す。
今年６月に、
自分の力
でもなく、親の不可抗力
みたいな事で私より２日
早く生まれた会報・広報
委員長の前島様の紹介で
皆様方のご承認を頂き入会させて頂きました。
伝統と５０年という歴史のある当クラブに入
会させて頂き光栄に思う次第でございます。
何も分らない若輩者でございますが、ご指導
の程よろしくお願いを申し上げます。
私は昭和３２年４月１日生まれ、５６才。
三男一女の末っ子として飯能市唐竹で生ま
れ、地元の小中学校を経て聖望学園高等学校
を優秀な成績で卒業し、
その後、
父親の経営す
る木材会社に入社しました。早生まれのため
１７才で会社に入りましたので、仕事の傍ら
運転免許を取りに飯能自動車学校に通い、こ
こは本当に優秀な成績で卒業、無事免許証を
取得する事が出来ました。入社後、山に植林
をしに行き、また、伐採をし、山から林場
（りんば）まで架線を引いて丸太をいっぱい
吊るして搬出する経験もさせて頂きました。
その後「製材を覚えなさい」という事で、
大きな台車に丸太をはさんで製材する、その
職工長の助手をやりました。職工長は全く無
口でヘビースモーカー。「あー」か「うー」しか
しゃべらない。何も教えてくれない人でした。
でも２年位手伝っていましたから、だんだん
といろんな事が分かるようになりました。
製材は、台車に原木の丸太を転がして載せ
るのですが、その載せる角度と向きによって
節が出ない良い材料になったり節だらけの物
になってみたり、製材１つで価値の全く違う
物が出来るのです。人間と一緒で、丸太にも
顔があり背中があり、両脇があり、節が出る
木か曲がる木か、そういうのが自然と分かる
ようになって来ました。
職工長が製材木を持ってくると、私が丸太
をその台の上に載せるのですが、慣れてくる
とそれを職工長はいじらずにはさんでくれて
製材をする。職工長と同じ気持ちになれてい
る、
「これは当たりだ」という事なのですね。
それが１０回に１回、５回に１回と、だんだ
ん回数が増えて来て、これが何より嬉しくて
嬉しくて何とも言えない感じでした。
「門前の
小僧習わぬ経を読む」という諺がありますが
教えてはくれないのですが自然と私も製材が
出来るようになってきたのです。
親は製材が出来ない人だったので、子ども
には製材が出来るようになって欲しいと思っ
てさせたのか、助手をやっていて良かったと
思うところでございます。
私は、伐採、植林の仕事をやり、製材をし
ながら工場で働いていたのですが、だんだん

と問屋からの仕事、建設屋さんからの注文材
を製材するように変わっていき、造作材をひ
いたり下地材をひいたりしながらいたのです
が、次第に世の中は建売りが行われるように
なって、弊社も製材工場から小売業に転換し
ていきました。
小売業になりますと、助手をしていた時に
覚えた事が大変役に立ちました。木の質が分
かるといろんな意味でそれが活きてくるんで
すね。昔は大工さんが墨付けをして手刻みで
和室の柱を見ながら加工していたのですが、
今は弊社でもプレカット業をやっており、和
室の柱等についても私が１本１本どこにどれ
を持っていったら良いかをやっています。助
手をやった事が活かされて良かったなと思う
ところです。
昭和５６年に結婚。赤沢に新居を設け、２
人の女の子を授かり、その後、平成３年に叶
木材有限会社の代表取締役に就任しました。
８年前に長女が相原に嫁ぎ、夫である相原は
叶木材の後継者になるべく働いております。
４９才にて初孫、現在では２人の内孫を持ち
次女と３人で暮しております。おじいちゃん
という立場でもあります。
当クラブ会員の建設業者さんにも大変お世
話になっております。現在に至っては建設資
材全般を多方面に販売させて頂いております。
略歴としては、建設資材販売会社 叶木材
有限会社社長。建築構造材加工工場 本橋プ
レカットシステム役員。吹付けウレタン断熱
工事、太陽光発電設置工事のアプトインとい
う会社の発起人。西川地区木材業組合理事。
原市場で木材業の会「飯能桧の会」
（きえのかい）
会長を務めさせて頂いております。
今後は木材業界全般の事を見据え、国産
材、県産材、西川材の需要促進に力を注ぎ、
地元の活性化を図れるよう、当ロータリーク
ラブの真髄である奉仕の心を忘れずに、微力
ではありますが精一杯努めさせて頂きます。

伊澤健司会員
今年６月５日、大野先生
の紹介で入会させて頂きま
した伊澤健司と申します。
昭和３３年４月１７日、飯
能市に生まれ、現在は元加
治駅近くで伊澤歯科医院
を開業しております。イニシ
エーションスピーチをするにあたり、私自身のこれ
までの人生を振り返り、歯科医師になった経緯や
それまでの人生を改めて思い返しました。
父は公務員、母も仕事を持ち働いていましたの
で、子どもの頃は家に帰っても誰も居ない事が多
く、近くの入間川や阿須山等で川遊びしたり昆虫
を採ったり秘密基地を作ったり、化石掘り等を近
所の友達としていました。休日で父が家に居る時
には父に教えてもらいながら手作りのゴム管とか

