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・点　鐘　田辺会長
・ソング　君が代　奉仕の理想
・四つのテスト唱和　山川職業奉仕委員長
・米山記念奨学生　江悦さん
・３分間スピーチ（３月は中止）
・卓　話　塩川恭浩会員

《昼食はテイクアウト》

【会長報告】
　３か月に及ぶ臨時休会でした。久しぶりに皆
様にお会い出来、大変嬉しく思っております。理
事の皆様には緊急書面理事会へのご協力、誠に
有難うございました。３度にわたる例会変更で
ご迷惑をお掛けしました。休会中も会報を発行
し出来る限り情報をお伝えするよう努めました。
　江悦さん、ご卒業おめでとうございます。ＲＣ
の奨学生として世界の架け橋となって活躍され
ますようご祈念申し上げます。
　中里（昌）会員御母堂、中山会員御尊父のご葬
儀に参列しました。ご冥福をお祈りします。
　江悦さんに奨学金を贈呈します（拍手）。

◎江悦さん挨拶
　中国・黒竜江省出身の
江悦（こうえつ）です。
２０２０年４月から今年３
月まで飯能ＲＣにお世話
になりました。十文字学園
女子大学メディアコミュ
ニケーション学科を卒業
致しました。たくさんの
感謝の気持ちと思い出の
一年間でした。コロナの

関係で例会参加も奨学生活動も例年より少なく、
残念な気持ちが多少あります。しかし、そういう

集まる機会が多くないからこそ、毎回の皆さん
との時間と出会いを本当に大切にしたいと思い
ます。「一期一会」の気持ちですね。去年は米山
梅吉翁の墓参に行く事が出来、幸運でした。その
後も地区大会、奨学生のＸマス会に招待して頂
き、本当に心が一杯でした。ロータリアンの皆様
には温かい気持ちで優しくして頂き本当に有難
うございます。米山学友としてこれからも活動
し、ここにまた参加する事が出来たらと思って
います。本当に一年間有難うございました。

◎ロータリー財団表彰　ポールハリスフェロー
　和泉由起夫会員（２回目）、大﨑光二会員。
◎米山記念奨学特別寄付金を中里忠夫会員より
　頂きました（拍手）。
◎喜寿、山川荘太朗会員。古希、間邉元幸、増島
　宏徳会員。おめでとうございます（拍手）。

「松下幸之助さんの講演」
（１９７１年）より
　知識を自ら会得し高めて
いこう。惜しむ事無くお互いに知恵を出し合おう。
　知識はどんどん教えていく。知識の範囲は非
常に高まってきた。しかし、それを人間生活に好
ましく生かしていくのは人間のもつ知恵である。
知恵は知識とちょっと違うように思う。はっき
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り上手く表せないが、知識を使うのは人間自身
である。いかに知識が発達しても知恵が発達し
なかったならば、知恵によって災いされる事に
なるだろう。だから、知識が発達すればする程
それを使いこなし、好ましい人間生活にマッチ
するように知恵そのものを高めていくという事
をしない限りは全て災いの剣となる。こういう
事は言えるのかと思う。
　そうすると、電子計算機の発達というものは
結構だけれども、その際、人間の知恵の開発に
もっと努力しようじゃないかという事になるだ
ろうと思います。ところが、人間の知恵を開発
するという事は難しいんですね。学問と知恵と
ちょっと違うように思うんです。どうでしょう
か。学問は教えたら教えられるんですね。私は
経営学というものは教える事も出来るし習う事
も出来ると思うんです。しかし、経営というも
のは教える事も習う事も出来ない。それは道場
において自得するものだと思うんです。だから
それと同じようなものです。教えて教えられる
ものは知識である。教えて教えられないものは
知恵である。知恵は自分で会得するよりしょう
がない。会得するという事は体験によって、また
道場において、機会を得て、「あ、これやな」
と会得していく。それをもっと高めていく。
　お釈迦さんは出家した時に、難行苦行したけ
れども悟れなかったわけです。それで諦めて山
からとぼとぼと下りてきて、そして疲れ果てて
倒れた。そこへ乙女が山羊の乳を持ってきて飲
ませた。気の毒だという事で。その乳を飲んで
体力を回復し、菩提樹の下で座禅して自ら悟っ
たのが仏教です。僕はそんなものではないかな
と思うんです、知恵というのは。
　その知恵という得難いものが軽視されてい
る。それで知識だけがどんどん進んでいってい
るところに今日の世界の混迷があるのではない
かという感じがするのです。だから、これから
は大事な問題です。大変な時代だなという感じ
がするんですね。
　そこで、私共がお互いにもっと知恵を磨こう
じゃありませんか。皆さんがもっている知恵を
惜しまず、お互いに一つ出し合おうじゃありま
せんか。そして進んでいく知識を十分使いこな
そうじゃありませんか、という事をお互いに叫
び合う。そうすれば、やはり注意深くしている
とホッと悟れる。その悟れる事が知恵である。
知恵が向上するのである。こういうようなもの
だと思うんです。

【幹事報告】
　３／１７理事会を開催。★コロナ対策を強化：
出席者は札を箱に入れる。卓上にジェル配置。
★事務局に新システム導入：過年度資料が膨大
になったため、ＰＣ、スキャナー、文書管理ソフ
ト、ストレージを購入し、順次資料をデータ化。
★過年度資料保管の御礼金。★中間決算。以上
承認されました。

◎中里（昌）会員　ご会葬の御礼（御母堂）
◎中山会員 ご会葬の御礼（御尊父）
◎大津会員　　お見舞いの御礼

【委員会報告】
◎米山カウンセラー　　　　　　　　大野（康）君
　３／７無事に江悦さんの修了式が行われまし
た。奨学生としては終わりですが４／１からは
学友という立場で、皆様と長い国際的なお付き
合いが出来るのではと期待しております。一年

間有難うございました。
◎青少年奉仕委員会　　　　　　　　　川口君
　３／５優勝カップとトロフィーの贈呈式を行
いました。財団の地区助成金を頂いた事業「ＲＣ
杯少年野球大会」は来月から開催出来ると思い
ます。優勝カップは持ち回りですのでクラブ財
政をそれほど圧迫する事なく継続出来ると思い
ます。ご協力をよろしくお願い致します。
◎バッジの件　　　　　　　　　　　　前島君
　熊本・大分の２７２０地区ガバナーが台北の国
際大会で配るつもりで製作したバッジがネット
上に出ていたので人数分入手しました。「エンド
ポリオ」と間違え易いとのクレームがＲＩから
ついたそうで、極端な拡散はお控えください。
◎親睦活動委員会　　　　　　　　　　中山君
　４／１１（日）飯能・日高合同ゴルフコンペに参加
される方はご連絡ください。４／２１合同例会
へのご参加の方もよろしくお願い致します。

【出席報告】無届欠席０　　 馬場出席向上委員

【Ｍ　　Ｕ】
３／２３（地区）中里（忠）君

【結婚・誕生日祝】　　　　 中山親睦活動委員
●１月●
◇入会記念日おめでとう
　木川（一）君、間邉君、服部君、沢辺君
　大野（正）君、森田君、大津君
◇結婚記念日おめでとう
　髙橋君、吉田（健）君、山口君〔父〕
◇会員誕生日おめでとう
　山川君、間邉君、吉島君、島田君、坂本君
　佐々木君、中川君
◇夫人誕生日おめでとう
　吉田（武）夫人、石倉夫人、半田夫人、大崎夫人
●２月●
◇入会記念日おめでとう
　大附君、馬場君、矢島（高）君、大野（康）君
　細田（吉）君、川口君、石倉君
◇結婚記念日おめでとう
　大野（正）君〔両親〕、市川君、大木君、森君
　佐々木君
◇会員誕生日おめでとう
　細田（吉）君、増島君、細田（伴）君、五十嵐君
　加藤君、矢島（高）君、本間君
◇夫人誕生日おめでとう
　木川（一）夫人、福島夫人、細田（吉）夫人
　川口夫人、小川夫人、中川様、佐々木夫人
●３月●
◇入会記念日おめでとう
　中里（昌）君、柏木君、市川君
◇結婚記念日おめでとう
　川口君、矢島（高）君、服部君、大津君〔両親〕
　杉田君、吉田（行）君、本間君
◇会員誕生日おめでとう
　大野（康）君、小川君、杉田君、柏木君
　前島君、鳥居君、内沼君
◇夫人誕生日おめでとう
　神田（敬）夫人、吉島夫人、伊澤夫人
　吉澤夫人、鈴木夫人、大津君〔母〕

【ＳＡＡ報告】

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率
コロナ感染症感染防止対策の
ため休会 修正ありません



◎ニコニコＢＯＸ
・３か月ぶりに例会が開催出来ました。残り３
　か月頑張りますのでよろしくお願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　田辺会長
・母の葬儀にご会葬賜り有難うございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　中里（昌）君
・先日の父の葬儀ではお世話になりました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　中山君
・長女が司法試験合格しました。　　　川口君
・お久しぶりです。これからもよろしくお願い
　します。　　　　　　　　　　　　細田（吉）君
・喜寿になりました。有難うございます。健康
　に注意します。　　　　　　　　　　山川君
・古希を迎え７０才となりました。今後共よろ
　しくお願い致します。　　　　　　　間邉君
・入会記念日お祝い有難うございました。
　　　　間邉君、木川（一）君、中里（昌）君、川口君
　　 矢島（高）君、大野（康）君、大野（正）君、沢辺君
　　　　　　　　　　　　　　大附君、馬場君
・結婚記念日お祝い有難うございました。
　　　 大木君、吉田（行）君、川口君、矢島（高）君
　　　　　髙橋君、森君、大野（正）君、佐々木君
・誕生日お祝い有難うございました。
　　　　　山川君、間邉君、細田（伴）君、吉島君
　　　　　小川君、島田君、矢島（高）君、杉田君
　　　坂本（淳）君、加藤君、佐々木君、五十嵐君
　　　　　　　　　大野（康）君、内沼君、鳥居君
・妻の誕生日お祝い有難うございました。
　　吉島君、小川君、半田君、川口君、伊澤君
　　　　福島君、吉澤君、神田（敬）君、佐々木君
　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木（康）君
・小学校卒業式のため遅刻しました。坂本（厚）君
・都合により早退します。　　　　　　半田君
本日計１９５，０００円、８５８，００１円。
◎３１日例会当番は坂本（厚）、塩川会員です。

【卓　　話】
講師紹介　　　　　　　伊澤プログラム委員長
　入会は昨年７／１５。「セカンドフィールド株
式会社」代表取締役をされています。

　皆さんこんにちは。
　１／２７の卓話予定で
したが緊急事態宣言の延
長により本日の発表とな
りました。
　入会させて頂き８か月
以上経ちました。昨年よ
り流行しているコロナウ
イルスの影響で、例会や
イベントごとも削減を余
儀なくされ、通常より交

流の場が少ない中ではございますが、少しずつ
この会にも慣れてきたところでございます。
　私は昭和５５年７月、飯能中央病院で生まれま
した。実家は岩沢にございます。
　６７歳になる父は、川越工業高校を卒業後、
一度は建築の道に進みましたが諦められず、２０
歳で競輪のプロテストを受け合格。５４歳までの
３４年間、競輪選手をしておりました。現在も
城西大学の守衛として働いています。父の実家

は川越の農家で５人兄弟の末っ子。結婚を機に
飯能へ来たそうです。飯能には多くの競輪選手
仲間が居たようで、昔は市内でよく飲んで騒い
でいたそうです。年代的に皆様の中にもご一緒
させて頂いた方が居られるかもしれません。私
が小中学生の頃は、遠征で不在の事が多く、休み
の日も飲み会やゴルフ等でよく出掛けていたの
で、一つ屋根の下で住んでいながらあまり会話
をした記憶がありません。ただ、大人になって
からは会えばいろいろ話せますし、逆に大きく
なってから父親の偉大さを感じております。
　２００９年１月８日、父の引退レースは凍るよ
うに寒い曇り空の下でしたが、わざわざ埼玉か
ら地元のファンが十数名、応援に駆けつけてく
れました。レースは４着でしたが無事終了。控
室に戻る際、地元のファンの方々が父に対し、
「お疲れさま」「よく頑張った」「３４年間お疲れ」
等と激励の言葉をかけながら花束を渡していま
した。その時初めて父親の涙を見ました。あの
時の光景は今もはっきり覚えています。今は全
く別の生活を送っていますが、私にとっては今
でもとても尊敬出来る父親です。
　母は、私が小学２年の頃に再婚した、義理の母
親で、とにかく厳しく、スパルタ教育で育てられ
ました。当時はすごく憎んだ事もありましたが
子どもの頃に教育された事は今となっては役に
立つ事が多く、非常に感謝しています。正直、
ここ数年までは母親に対してわだかまりがあり、
あまり実家に顔を出す事もありませんでした。
ですが今は、歳を取った母親に対し、親孝行した
いと素直に言えるようになりました。私自身が
大人になったのかもしれません。母は祖母の影
響で着物が好きで、現在は仏壇店に勤めながら
着付けの講師として働いております。
　私の兄弟は５人兄弟で、長男は４歳年上の母
の連れ子で、現在は日高市に妻と息子２人と暮
らし、サラリーマンとして働いています。
　次男の兄は弊社の専務です。英才教育をして
いる小学生の息子は絵に描いたようにしっかり
しており、正直いつも驚かされています。
　そして３番目が私。下２人の弟は父と母が再
婚後に授かった子で、まだ３０、２５で実家暮らし
です。全く違う環境で育っており、兄弟５人集ま
ると、特に私は１７で実家を出ているので「兄弟」
という感覚は無く、何か不思議な感じです。
　先月一泊で父母、兄２人、弟２人と７人で伊豆
に旅行に行きました。４０年生きていて初めて
の事でした。行ってみると何だかんだ楽しい時
間を過ごす事が出来、最初で最後になるかもし
れませんが、両親兄弟にとても楽しかったと喜
んでもらえたので、いい思い出となりました。
　私の家族は妻と高２の娘、中３、中１の息子、
そして８歳のトイプードルが居ます。
　妻は兄弟妹の４きょうだいで、入間向陽高校
を卒業し、城西大学入学後、私と結婚し、休学し
た後、育児のため自主退学しました。結婚して
１８年目になります。現在は弊社役員のほか、
子会社のサロンで、運営とエステティシャンと
して働きながら、家事もこなしています。
　長女は入間向陽高校バトミントン部で頑張っ
ています。今年大学受験なのですが、私としては
１７２センチという長身を武器にモデルさんに
でもなってもらいたいと思っております。
　長男は幼稚園の時からサッカーを始め、小学
校時代の活躍を買われて中学からＪリーグの下
部組織「浦和レッズジュニアユース」に入団。３年

イニシエーション・スピーチ

塩川恭浩会員飯能ＲＣ



間、毎日のようにさいたま市まで通って頑張っ
てきました。昨年末、高円宮杯Ｕ１５の大会では
全国３位。千葉のサッカーの強豪・流通経済大
柏高校にお誘いを頂き４月より入学します。親
元を離れての寮生活ですが、さらに努力して夢
の選手権でピッチに立ち、活躍してくれる事を
願っています。身長は１８５センチです。
　次男も幼少よりサッカーを続けており、現在
は「坂戸ディプロマッツ」というクラブチームで
頑張っています。まだ中１で、これから体も心
も成長していくと思うので、努力を続けて、お兄
ちゃんと同じピッチに立つという夢に向かって
頑張ってもらいたいと思っています。
　子ども達には「最低でも高校を卒業するまで
はスポーツを続けなさい」と言っています。私
自身は高校を中退したため勉強もスポーツも中
途半端なまま終わってしまいました。学生時代
しか経験出来ない事なので、スポーツを通じて
さまざま事を経験し、学び、将来の糧にしても
らいたいと思っています。
　次に、私の会社の創業から現在までを簡単に
お話させて頂きます。
　現在の社名は「セカンドフィールド株式会社」。
約６年前の２０１５年に芦苅場に社屋を建設し、
飯能に戻って参りました。創業は２００３年で、飯
能から始まり坂戸市に移転、その後、日高市から
飯能に戻ってきた形です。結婚してすぐに個人
事業として創業しました。先程もお話しました
が、高校を中退して１７歳から社会に出ており
ます。結婚して創業するまでの約６年間はさま
ざまな仕事をしました。中退後すぐ、群馬県嬬恋
村のホテルに住み込みで働き、その後は飲み屋
のボーイ、クルマ屋等。自分で言うのも何ですが
何事も器用にこなせると自負しております。若
かったのでやんちゃもしましたが、２２歳の時に
今の妻と出会い、結婚を考え、しっかり職に就か
なければと考えました。結婚当時、２３歳で１千
万円超の借金がありました。妻の実家に住まわ
せてもらい甘えさせてもらいました。
　普通の生活では借金の返済は出来ないと思っ
ていた中で、現在の弊社の事業の一つであるエ
クステリア事業・物置事業と出合いました。当時、

「サンキン」というメーカーが持込みの職人を募
集しており、すぐに研修を受け、通常３か月程か
かる見習いを２週間で終わらせ、４０万円の中古
トラックを妻の父から借金して購入。その後は
毎日必死に働きました。元々人の下で使われたく
ない、起業したいという気持ちが強かったため
この仕事を機に２００３年１０月、創業しました。
　当時メーカーの職人さんは２０名程居たので
すが、私が入って３か月後には一番の売り上げ
を稼ぐようになりました。毎月１００万円程稼ぎ、
５０万円を借金の返済に充て、約２年で借金を
返済する事が出来ました。当時は若くてやる気
があったため、入って１年後にはメーカーから

「名古屋支店の開設に一緒に来て欲しい」との誘
いがあり、単身で名古屋に行く事になりました。
仕事は順調でしたが、２人目の子がお腹に居た妻
や家族に寂しい思いをさせていたため、２００６
年２月、埼玉に戻る決意をし、「仕事を辞める」と
メーカーに伝えたところ、当時の所長から「埼玉
に戻って継続して取引してくれないか」と言わ
れました。そこで２００８年４月に「（有）レッド・
クラウド」を設立し、法人格をスタートさせました。
当初は同級生と妻と弟の３人、１年後に１０人、
２年後には２０人に従業員を増やし、取引先も

大手ホームセンターへの飛び込み営業や、構わ
ず仕事を取っては回してきたので、業界内では

「レッド・クラウドは２年もたない」と囁かれたり、
取引に横槍を入れられたりもしましたが、逆に
その事がやる気に繋がりました。
　２００８年に現在の「セカンドフィールド（株）」
を設立。卸業、不動産事業、建設事業にも展開を
していくようになったわけですが、経営も何も
知らない素人が一から作った会社ですので、従
業員、取引客が増えていく度に資金問題が発生
するようになりました。２００９年から２０１２年の
３年間は金融機関からの支援も無く、М＆Ａで
会社の売却を考えた事もありました。しかし、営
業所も名古屋・仙台・千葉・富士・宇都宮にあり、
従業員も４０名程居たので、頑張ってついてきて
くれた社員皆のためにも潰れるわけにはいかな
いと、金融機関やまわりの人間と相談し、２０１３
年、レッド・クラウドとセカンドフィールドを
正式に統合合併。「セカンドフィールド」の名を
残した形で新たなスタートを切りました。
　その後、２０１３年度決算で売上５億円を突破。
そこから増収増益を続け、２０１７年度決算で売上
１０億円を突破し、合併後に残った欠損金４千万
円も無くす事が出来ました。今期５月決算時は
前年１８０％増の約２０億円を見込んでおります。
従業員数９６名。５事業部（住建事業部・解体造成
事業部・エクステリア事業部・不動産事業部・営
業推進部）、３支店（東京支店・関西支店・千葉支
店）、６営業所（尼崎・名古屋・埼玉・水戸・宇都宮・
仙台）、子会社が国内に１社、台北に１社ござい
ます。今後の会社の存続・発展のため今月より
ＩＳＯ９００１認証取得に向けて取り組みを開始、
年内取得を目指して頑張っております。
　目指すところは１０年後、２０３１年のグルー
プ全体の売上１００億円です。この数字はあくま
でも夢ですが、今のままじっと出来るタイプで
はなく、一つやり遂げるとまた次、またその次へ
とやってしまう性格は変われません。とにかく
今は走り続けるしかないのです。
　最後になりますが、弊社の経営理念の一つが

「日々、自己への挑戦」です。私はこの言葉が一番
気に入っており、常に思っている事でもあります。
挑戦し続けなければ未来は無い。ビジネスもス
ポーツも何事も、何度も挑戦し続ける事が大切。
挑戦する意欲が無くなった時、引退を考えるの
だと思います。私は５０歳で引退しようと考えて
いて、後継者は息子や親族ではなく生え抜きの
３０代の社員４名を候補に考えています。今年
から、１０年、２０年後の将来像を話し合い、後継
者選びを始めています。普段社内ではあまり会
話しないメンバーですので新鮮な意見を聴き勉
強になり、いい刺激を受けております。
　勢いと運でやってきた会社ではございますが
皆様、今後共、長い目で見守って頂きたいと思い
ます。ご清聴有難うございました。




