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桜の中央公園と天覧山

“ 人類に奉仕するロータリー”

ＲＩ会長 ジョン・ジャーム
2570地区ガバナー
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小 川 晃 男

矢 島 高 明
当 番 新井君、雨間君

・点 鐘 小川会長
・ソング 手に手つないで
・米山記念奨学生 ラービアッ・ザリさん
・卓 話 町田誠一会員、中里光伸会員
【会長報告】
先週日曜、
日高がホストの地区研修協議会、飯能か
ら１０人程の方にお手伝い頂き無事に済みました。
清水会長よりお礼状を頂戴。パンフレットの次年度
役員組織図には木川ガバナー
補佐、中里（忠）会員増強委員、
伊澤高校生社会体験活動支援
委員、藤原国際支援委員の４
名が掲載。ご活躍頂きます。
杉田一昭会員に米山功労者
の感謝状を贈呈します
（拍手）
。
奨学生ザリさんに奨学金を
贈呈します
（拍手）
。
◎ザリさん：駅まで迎えてくれて有
難うございます。温かく感じました。
ミャンマーのチン州から参りまし
た。駿河台大学経営経済学部マーケ
ティングコースで研究しています。
米山記念奨学生になるチャンスがあ
って良かったと思います。私の夢は
ミャンマーにある日本の会社で働く事です。そのた
めにまず日本で就職し、日本の企業の技術を学んで
ミャンマーに貢献したいと思います。母国では６年
前に政府が代わり、民主主義に変わりました。経済
発展が少しずつ進んでいますので、いろいろな国か
ら会社が入ってきました。日本の会社もたくさん入
りましたので、日本で経験してからミャンマーで就
職したいと思います。米山記念奨学会が私の将来に
素晴らしいチャンスをつくってくれたと強く感じて
います。心から感謝します。これから、学校の就職
活動と米山のいろんな活動を一生懸命頑張りたい。
いろいろな事で分からない事がたくさんあると思い
ますがよろしくお願い致します。

【幹事報告】
・５月のロータリーレート １ドル＝１１０円
親睦旅行の案内を配付。新狭山ＲＣ創立３０周年
記念講演会はメールでお申し込み下さい。
１０日の理
事会に議案上程される委員長は私までご連絡下さ
３組
い。６／５商工会議所ゴルフ大会にＲＣとして２、
参加。参加されたい方は私までお知らせ下さい。
【委員会報告】
（良）君
◎次年度幹事
土屋
第１回理事会の案内を配付。
私の都合で３１日１１時
とさせて頂いた。座談会はお間違えのないように。
（敬）君
◎親睦活動委員会
神田
合同親睦ゴルフ、盛大に開催出来ました事、御礼
申し上げます。親睦旅行は６：１０にご集合下さい。
【出席報告】無届欠席０

中山出席向上委員長

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】
（地区）和泉君、
土屋
（良）君、
矢島
（巌）君、
吉田
（行）君
４／２３
（武）君、
新井君、
島田君、
中里
（忠）君、
木川君
藤原君、
吉田
（泰）君、
加藤君、
町田君、
中里
（光）君、
川口君
伊澤君、
大野
大崎君、
中山君、
福島君、
本橋君、
坂本君
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・早退
石井君
本日計１，
０００円、累計額９６３，
００３円。
◎１０日例会当番は藤原、福島会員です。
【卓

話】

イニシエーション・スピーチ
飯能ＲＣ

町田誠一会員

中里光伸会員

町田会員 Ｓ２９年１０月生ま
れ、今年で６３になります。今、
振り返って「あの時の出会いが
あって今があるのかな」という
事を、自己紹介を交えて述べさ
せて頂きます。
父が名栗から飯能に出て来
て南町で燃料屋を始めました。
当時は薪・炭・練炭等を扱って
いたのですが、妹と４人家族
で、雑貨屋もやっていました。
コンビニ等ありませんから「な
んでも屋」で、食用油・障子紙・文房具・洗剤・箒・ちり紙
も売っていました。お客さんは一升瓶を持って油を買い
に来て、柄杓で「１杯いくら」という事を僕もやっていたの
を覚えています。
子どもの時から父と母の働くのを見てい
たので、家を継ぐのが当たり前という気持ちで「高校はど
こでもいいや」と思っていました。親戚から「川越工業高
校へ行け」と言われ、どういうわけか「機械科」に入学し
ました。
２年になる頃、働くのが嫌だなと思ってしまい、
「大
学に行けばいい」
と思って早速親に
「勉強したい」
と嘘を言
いました。
「いいよ」
という事で、高校の先生にも「受験の方
で」と言ったわけなのですけれども、工業高校ですから
就職ありきで受験の勉強は一切ありませんから、授業中
に受験勉強を自分なりにしたわけです。どうにか東洋大
学の経営学部に合格して、入学しました。入った理由がい
い加減で、一切勉強はしてません。
「服飾デザイン研究
会」に勧誘されて入りましたが、内容は同好会で、チャラ
チャラしたものでした。毎日授業を抜け出して集まって、
お茶を飲みに行ったり銀座でウィンドウショッピングした
りと、お金は無いのでふらふら歩くわけですね。あと、先
輩から、服のメーカー「ハーバード」のアルバイトに使って
もらい、
銀座三越、
日本橋本店で出張店員をやりました。
隣の売場が
「ＶＡＮ」
で、
「燃料屋なんか継がないでいつか
ＶＡＮに」
と思っていたのですが、結果的にはＶＡＮも倒
産してしまいました。同好会は、夏は「避暑地におけるリ
ゾートウェアの研究」というテーマで遊びに行き、冬はス
キーに行きました。苗場プリンスが憧れでしたが、お金が
無いので手前の浅貝スキー場に泊まってバスで苗場まで
送ってもらいました。加山雄三の「若大将シリーズ」がリ
バイバルで流行っていて、スキーもギターも練習しました
が、何をやっても中途半端で、それなりでした。今でもチ
ケットが手に入れば加山雄三のコンサートには行きたい
と思っています。全ての学問は大学に置いてきまして、ど
んどん馬鹿になっていくわけですが、いよいよ卒業。
３年
位は他人の飯を食ったらどうかという事で、
（株）
ミツウロコ
に紹介して頂いた栃木・今市の燃料屋にお世話になりま
した。山奥の高校生も利用する下宿屋では、おばさんが
朝ご飯、弁当、夕飯と全部作ってくれます。風呂は無く、
高校生と一緒に風呂に行き、帰りにビール等ご馳走した
りしていたら給料が足らなくて、毎月仕送りをしてもらっ
ていました。住まいと職場が別々で気楽だったのですが
１年で戻る事になりました。
３２才で飯能ＪＣに入会。会員研修委員会に配属され
た時の委員長が神田
（敬）会員で、第一印象と違って全然
真面目ではなかった。良い意味で。
やる事はしっかりやり
半端なく飲み暴れる。
「こういう人も居るんだ」
と良い意味
で勉強になりました。カンちゃんのお蔭で会議所青年部
等いろんな団体にも入らせて頂いた。感謝しています。
今市は鬼怒川・川治温泉、日光・霧降まで商圏があり、
ガスの供給・検針等、良い経験をしたと思います。
うちのメインはプロパンガスです。安定供給が第一で
すが、先月、
８世帯のアパートから次々に「ガスが出ない」
との電話が来ました。ガス交換のサイクルが狂ったか、
使い過ぎによるガス切れ。
すぐ従業員と２人で行ってお詫
びして、狭山の基地からガスが来るのを２０分程待ち、
そ
の後、総勢５人で交換、事情説明とお詫び、点火試験等、
一軒一軒回り、
１時間位かかりました。
「風呂に入ってい
たら水になった」等、怒られるのが当たり前ですが、
その
中で１軒だけ、缶コーヒーを温めてくれて「ご苦労さま」と
言ってくれたお客さんが居ました。お客さんを大事にする
とこういう良い事もあるんだなとつくづく感じました。

急に呼び出される事もあるので、ニコニコＢＯＸに入
れて早退する事もあろうかと思います。これからも末長い
お付き合いをして頂けたらと思います。
中里会員 父・弘が生前皆様
にお世話になりました。
１６年前
に他界。よくＲＣの話をしてお
りました。当時、例会場は八幡
町、埼玉りそな銀行２階。
「メガ
ネを忘れた」
「資料を忘れた」
と
何回か届けた事があります。そ
の時、父が「この階段を上がれ
なくなったらやめるようだよ」
と
ぽつりと言っていました。グリ
ーンのジャケットを着て小学生
が学校へ行くようにうきうきし
て行ったのを思い出します。受け継いだたった一つの本
『ザ・ファースト・ロータリアン』が事務所にございました。
父のメモより「ポール・ハリス：学校大っ嫌い 機会ある
毎にサボっていた 学校自体はぞっとする程嫌がってい
たが友人・仲間が居た 将来を嘱望させる才能と天性が
あった 陸軍士官学校を抜群の成績で修めバーモント
大学に入学」
。
６９才で亡くなった父から教わった事はご
ざいません。仕事はある程度任せて頂いたのですが私生
活ではこれ１つ。この本を家宝にしたいと思います。
仲人でもある細田吉春様から「みっちゃん、ＲＣに入ら
なきゃダメだよ」といつもの口調で言われ、ＮＯと言えず
に入会させて頂きました。Ｓ３９年６月生まれ。
（有）
中里自
動車の創業はＳ３６年。創業５７年、会社にして５２年目で
す。事業内容は自動車販売・修理。経営理念は
「安心安全
な豊かなカーライフ」
。座右の銘は
「日々努力」
。尊敬する
人は父。一緒に仕事がやれて良かったと思っております。
趣味は妻と行く海外旅行。良かったのはマヨルカ島。年
間３００日以上が晴れ。沖縄本島の３倍の大きさに山、高
原、草原、
ビーチと全て揃ったリゾートアイランド。ショパ
ンも恋人と過ごし、
『雨だれ』
を作曲したそうです。大型バ
イクのツーリングも趣味で、仲間と北海道、九州を一周し
たりしてきました。今は家族に止められていますが折を見
て各地を回りたい。エアライフルの下のランクのレーザー
ライフル射撃もやっています。
１０ｍ先の標的に１時間１５
分で６０発を立射、
計６６４点で競技します。銃は４ｋｇあり
自分との闘いになります。呼吸に合わせ引き金を引けば
良いのですがブレてしまう。
上手くなるには無心になる事。
家庭も仕事も忘れ、ＲＣの事も忘れて「とにかく的を狙
え」と。射撃後は体も心もへとへとになります。コーチに
は現役警察官、航空自衛官、五輪を目指している方も居
ます。ハワイのガンショップで米軍用自動小銃
「Ｍ４カー
ビン」
を撃たせて頂いた。
毎分４００発、
射程５００ｍ。
米軍
最強の狙撃銃
（ライフル）
は射程２０００ｍ
（駅前交番から
飯能南高校まで）
だそうです。
旧ドイツ帝国の将校が使っ
ていた
「ルガー」
はグリップの赤線の本数が殺した敵兵の
数だそうです。隣で現地の女子高生が護身用にピストル
を撃つ練習をしていました。米国は銃社会、軍需企業で
成り立っている。日本では考えられない話です。自由過ぎ
るのもどうなのか。平和が一番、
と思って退散しました。
「ダイハツ工業」
から認証を受けており、
メンテナンスや
技術の指導等が定期的にあり、極秘に袖ヶ浦のサーキッ
トで新型車のデモ走行をする事もあります。開発者との
意見交換をして「自分も自動車づくりに参加している」と
感じます。キャンペーンで販売台数を達成すると海外の
工場に招待されます。ダイハツは昨年、
トヨタの完全子会
社となりました。軽自動車国内シェアトップが続いていま
す。世界最小１０００ｃｃディーゼルエンジンの特許を持っ
ており、
子会社
「ダイハツディーゼル」
は防衛省の依頼で小
型船舶の開発も行っています「
。大阪発動機」
→
「大発
（ダイ
ハツ）
」
。私の会社は国土交通省指定整備工場。私は自動
車検査員の資格で陸運局の仕事を代行するみなし公務
員。不正があれば厳しい行政処分があります。毎年、国
交省からの抜き打ち監査もございます。損害保険会社の
指定工場にもなっており、ロードサービスも行っていま
す。困った時にはご用命頂ければと思います。日々努力し
て自動車産業を盛り上げ、自動車販売整備業に邁進して
いきたいと思います。

