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インスピレーションになろう

ＲＩ会長 バリー・ラシン
2570地区ガバナー
第３グループ
ガバナー補佐

茂 木
正
細 淵 克 則

「想いを繋ぎ 地域と国の発展に奉仕する」
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平和と紛争予防／紛争解決月間
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例会場：ホテル・ヘリテイジ飯能sta.
事務局：東京電力パワーグリッド㈱川越支社飯能事務所内
（代） FAX

曇
島 田 秀 和

幹 事 馬 場 正 春
水 曜 日（12:30～13:30） 当 番 森田君、安藤君

・点 鐘 島田会長
・ソング 手に手つないで 四つのテスト
・卓 話 新井康夫会員 都築敏夫会員
【会長報告】
来年度の地区出向者が東松山で研修をやっており
中里（忠）
、和泉、藤原会員が参加のため本日お休み。
相棒の幹事はステントの定期検診で、土屋（良）前幹
事に幹事をお願いしました。
本橋増強委員長と地区のクラブ奉仕部門増強委員
会に出席。
１０％増というガバナー方針で７０名の増
強が出来ているとの事。各クラブから現況報告があ
りました。２２日、
会長幹事会では、
飯能がやらなけれ
ばいけない役だったガバナー・デジグネートについ
て飯能の現況と気持ちをお伝えしました。飯能以外
の１０クラブからは強い反対意見も出ず、
５月の連休
明けに再検討する事となりました。いずれにしても
ガバナーは第３グループから出さなければならず、
飯能はお断りしましたが、是非どなたかという事で
最後まで動かさせて頂き５月に臨みたいと思います。
【幹事報告】
土屋
（良）直前幹事
幹事、副幹事が欠席のため私が代行します。
３月のロータリーレート １ドル＝１１０円
聖望学園飯能実業学校寿多館蚕業学校１００周年
記念式典への参加に対する礼状が届いています。
◎例会変更のお知らせ
◇入間南ＲＣ
・３／１９
（火） ２３「奉仕プロジェクト」に例会振替
・３／２６
（火） 夜間例会「花見家族会」懐石料理
三二六別館 竹亭 １８：３０点鐘
・４／２
（火） １３・１４「地区大会」に例会振替
・４／１６
（火） 夜間例会「入間ＲＣとの合同例会」
プリーツ・Ｉ １８：３０点鐘
・４／２３
（火） 夜間例会「タケノコの会」寿々喜
１８：３０点鐘
・４／３０
（火） 例会取止め（定款８―１―Ｃ）
【委員会報告】なし

【出席報告】無届欠席０

沢辺出席向上委員

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】
２／２２（第３Ｇ）島田君、馬場君
２／２３（地区）伊澤君
２／２４（地区）和泉君、島田君、中里
（忠）君、本橋君
２／２７（地区）和泉君、中里
（忠）君、藤原君
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・新井さん、都築さん、イニシエーション・スピー
チ楽しみにしております。
矢島
（巌）君
・体調不良の為、
欠席続きで申し訳ありません。
元気
になって頑張ります。
安藤君
・地区セミナー出張につき早退します。
和泉君
本日計３，
０００円、累計額６８９，
００１円。
◎６日例会当番は新井
（景）、新井
（康）会員です。
【卓
話】
講師紹介

福島プログラム委員長

イニシエーション・スピーチ
新 井 康 夫 会員（紹介者：吉田行男会員）
都 築 敏 夫 会員（紹介者：吉澤文男会員）
新井（康）会員：昨年４月にお仲間にならせて頂きまし
た。
１９６０年生まれ、
５８歳。出身は所沢。Ｈ３年に美
杉台に家を購入。家族は妻と子ども３人、
私は嫌いな
のですが妻が大事にしている犬１匹です。両親は所
沢で健在。
小学生の頃は明るい元気な子どもで、
成績
も優秀、
毎年学級委員をやらせて頂いていました。野

球が大好きでプロ野球選手に
なりたいと本当に思っていま
した。王さんが大好きで、
マン
ガは当然『巨人の星』。
大人に
なって買った悪い雑誌はその
都度処分しているのですがこ
れだけは全巻揃っています。
所沢中学校では野球部に入部。
その頃の自分は輝いていたの
かなと思いますが大変モテま
した。
ノックを受けているのを
後輩の女子が下駄箱の陰から
見ていたのを覚えています。春の大会で一死満塁で
打ったセンター前ヒットが決勝点になって勝ち上が
った事が最高の思い出ですが、公式戦でのヒットは
それだけ。野球は諦めて進学しました。東京の某私立
高では最初に仲良くなったツレが１年の３学期で退
学、充実感の無い３年間を過ごしてしまいました。
１年浪人して２年間で受験した大学は２３。
受かった
のは亜細亜大学だけ。
３次募集の補欠合格でした。高
校の時、
荒んでいたので、
「同じような事になるのかな」
と思っていたのですが、ヘンな縁でサイクリング部
に入部。気楽なイメージで入ったらそこが大変なク
ラブでした。
１、
２年は学生服。
所謂
「押忍」
だけの世
界。
「辞めたい」
と思ったものの大学も辞めるような
事になりそうなので続けていました。そこではいい
仲間が出来、先輩後輩の上下関係の厳しさも知り、
自転車で野宿、
自炊しながら３、
４週間、
北海道、
九州、
四国、
東北に行きました。一緒に苦労し先輩に師事
し後輩の手本となる。
そういう経験が出来て、
高校と
比較して最高の４年間を過ごさせてもらえたと思い
ます。
東日本学生サイクリング連盟のオリエンテーリ
ング大会
（筑波大学主催）
では１
５０名中１番。
何かで１番
になったのはそれだけ。
富士スバルラインを１時間５９
分４５秒で登れた事もいい思い出です。仲間が出来、
厳しい環境を知り根性が付いた４年間でした。
Ｓ５９年、
飯能信用金庫に入行。
所沢支店勤務の後、
飯能南支店開設の一番若い準備委員として配属。支
店長が木崎専務、
次長が町田前理事長でした。
美杉台
の区画募集が始まり、何となく申し込んだら当たり
まして、
公団の土地ですから
「これは安い。
５年経って
売れば２千万儲かる」
と思って購入。
その２年後にバ
ブルがはじけ借金の方が多くなり、
そのまま住む事に
しました。
３人の息子には美杉台中でサッカーをや
らせたのですが、
３人共、
背番号１０、
エースナンバー
を付けていました。息子達は
「要らない」
と言うので
すが
「お父さんの宝物だから」
と言ってユニホームは
取ってあります。
「飯能っ子」
として子どもがきちん
と育ってくれた事が、
「飯能大好き」
なところです。
飯能中央支店は１３店舗目。
入行して３６、
７年ですか
ら１店舗約３年位。
支店長として５店舗目です。
埼玉
西部地区内の狭いエリアですが地域毎の文化、
プラ
イドがそれぞれにあるという事を強く感じます。支
店長として若い頃にはお会い出来なかったような方
と会う事が出来、いろんな話が聴けるというのは財
産だと感じます。
美杉台に住んで、
あまり飯能の文化
を知らずにお祭りは外から見てるだけだったのが、
飯能中央支店に来て、
山車を引っ張らせてもらえた
り、
山車の歴史を一生懸命話してくれる方が居たり
と、
皆さん本当に誇りを持っておられます。
「信用金庫」は「地域のために」
という大命題の下に
活動している金融機関で、
ＲＣの活動と合っている
ような気もしますし、皆様の熱意や使命感も感じま
す。私に出来る事は一生懸命仕事をする事だと思い
ます。定年を迎える歳に近づいていますが、幸せに
仕事をさせて頂いてきた感謝の気持ち等を後輩にも
伝えながら、職場、地域、ＲＣに貢献していきたいと
思います。いいご縁を頂きました。本当に有難うご
ざいます。自分の半生を振り返らせて頂く時間を頂
いた事に感謝申し上げます。
都築会員：昨年１２月に入会しました。
用意した原稿
は定年後の話だったので、
新井さんのお話を聴いて
私自身の事をちょっと申し上げます。
Ｓ２８年、
双柳に生まれ育ちました。
「双柳」
交差点の

傍に住んでおります。当時の
精明小学校の校舎は木造平屋
建て。飯能第一中学校は非常
に大きな学校で１
２クラスあり
ました。殺伐としていて勉強
どころではなかったという感
じがあります。最初に入部し
たバスケット部は練習が厳し
くて、
すぐに英語部に変わりま
した。部活はほとんど無く、
ほぼ毎日帰るという状況で、
スポーツも何もせずに高校に
進学しました。飯能高校は２０２２年に１００周年を迎
えます。
２年生で文化系
（就職）
、
理科系
（進学）
にクラ
スが分かれるのですが私はのんびり過ごそうと文化
系の方に行きました。
当時、
飯能高校にはチベットの
方が４人居て、
そのうちの２人と仲良くしていました。
１人はツワン・ユーゲル。
武蔵台病院病院長の西蔵ツ
ワンさんです。
当時、
北海道無銭旅行が流行っていて
彼と仲間と３人で２週間位、駅に泊りながら周りま
した。
帰ってからツワンは毛呂病院の院長に
「遊んで
る場合じゃないだろう」
と怒られたという話をしてい
ました。
もう１人はペマ・ギャルポで、
ブータン国王
来日時には通訳をしていました。時々ＴＶに出たり
本を書いたりしています。ツワンは
「飯能・チベット
を知る会」
会長で、
私も会員なので時々会っています。
高校を卒業して専門学校に行ったのですが仲間が
皆、
大学に行くので、
１年で予備校に入り直して、
進
学しました。大学時代もぼやっと過ごしたのですが
その後は入間市役所に入ったという事です。最初に
入った教育委員会では６年間に学校を９校造り、非
常に忙しい中での、
役所人生のスタートとなりました。
３６年間勤めてＨ２６年３月に定年退職。
その後は妻の
やっている社会福祉法人を役所の経験を活かして手
伝っております。定款・就業規則や会議録の作成、
送迎や弁当の配達もやっています。私にとって一番
重要な仕事というのは借金の保証人になる事です
が、
実際には現役時代よりも忙しいと言われています。
私はゴルフをしないのです。
他の人より２倍も３倍
も野山を駆けずり回るというのが辛くて、
「こういう
事を何年もやっていてもしょうがない」というので
７、
８年でやめてしまいました。
ギャンブルもカラオ
ケもしません。私の趣味は歴史散歩と川のクルーズ
です。
池波正太郎が好きで『鬼平犯科帳』
『剣客商売』
『仕掛人・藤枝梅安』等を読んでいると古地図が欲し
くなり買うわけです。小説を読みながら昔の地図を
辿っていくうちに
「今はどうなっているんだろう」
と
いう事で歴史散歩を始めました。主人公は江戸内を
船で移動するのですが、
そうすると自分も船で移動
したくなるんですね。そういう事で川のクルーズは
１７、
８年前からやっています。先週の土曜日は蒲田
から神奈川・新子安まで１１キロ歩きました。第１回
は日本橋～品川、第２回は品川～蒲田と、
「東海道五
十三次を歩こう」
というイベントを今、
やっておりま
す。もう１つ、
毎年１２月には、
討ち入り後に赤穂浪士
が歩いた吉良邸～泉岳寺のルートを歩いています。
船の方は、都内の川をきれいにするというＮＰＯから
電気で動く、
音のしないタイプの１０人乗りボートを
チャーター出来る事を知り、
５、
６人の仲間で借りて
都内の川を回るという事をやっていました。
ＮＰＯ
によると
「川がきれいになったので観光としてのク
ルーズが可能になった」
との事。
日本橋に観光船着場
も出来、
今は結構流行っています。隅田川、
神田川、
日
本橋川、
亀島川、
小名木川、
荒川等、
巡りましたが、
桜
で有名な目黒川は上はきれいですが川は一番汚かっ
たです。
夜のクルーズもやりましたが、
ライトを積ん
で移動しながら桜をライトアップしていく船もあり
感心しました。スカイツリーの下の北十間川に船を
入れて建設中のツリーを眺めた時には、船にパニッ
クを起こしたボラがぼんぼん跳ねて船の中に入って
くるという事もありました。
私にとっての遊びは今、
陸の上を歩く事と川を巡り川からの景色を楽しむ事
です。これからは飯能のため、ＲＣのためにも力を
尽くしていきたいと思っております。

