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＜ビジター・ゲスト＞ 

米山記念奨学生 ブィ・クィン･チャン 様 

 

★☆★会長の時間 粕谷康彦会長 

本日は先月 28

日例会から久し

ぶりの 13 日間の

休みとなり、少し

楽をしてしまい

ました。皆様ゴー

ルデンウイーク

をどのようにお

過ごしになりま

したでしょうか。

残り一ヶ月半となりましたが、気の引き締ま

る思いです。次年度西山会長から現、新理事会

の開催があり出席いたしました。 

次年度 RI 会長は米

国のジョン・ジャーム

氏です。テーマは「人類

に奉仕するロータリー」 

 

 

＜友としてのロータリアン＞ 

現代社会では自分だけで生きていくことは

できない。多種多様の複雑化した社会機構の、

互いに関連した仕組みのうちの一員として、

初めて生きていけるものである。自分のこと

のみ考えて他人のことはどうでもよい。とい

うことでは生きていけない。他人はどうでも

我良かれと祈るのでは、神も手の下しようが 

 

 

ありません。自分の行動を自分の立場からの 

み判断しようとすると、事の前後を誤ること

があります。私は悪くない、私は間違ってない、

定められた規則を踏み外していない。という

弁解の言葉は利己保身に汲々としているとの

そしりを免れない。 

自分の言動を、社会を組立てている友から

見て貰い、自分の行為、考察の方向を見直して

いくことが必要なこともあろう。自分の姿を 

映す鏡となってもらうことである。自分の主

張を洗いなおしてもらうチャンスを見いだす

こと、これこそロータリーの場であると思う。

他人の立場を知り良識を持ってこれを批判で

きる友の集いであるロータリーこそ、それに

最も適した場でありたい。立場のわからない 

人から無責任な批判をそのまま受け入れるこ

とには無理がある。互いの立場を理解して批

判もし、忠告をすることのできるのは友であ

り、その友のいるのはロータリーであると思

いたい。この友を持ち得ぬようなロータリー

であっては、ロータリアンとして集う資格は

ないといっても過言ではないだろうか。 

５月９日（火）狭山市・入間市暴力排除推進

協議会 午後２時より入間市役所にて行われ

出席して参りました。狭山警察署の藤井孝雄

署長が出席され暴力団とは付き合わない、借

りを作らない、必要以上に対応しない、利用し

ない、問題解決は毅然とした対応と警察への

早期相談を要請しました。 

５月９日（火）午後７時より四クラブ合同懇

親会が東町のかどやにて行われ出席しました。

入間 RC,入間南 RC,入間ライオンズクラブ、入

間青年会議所、四クラブ会長、理事長が出席者

紹介並びに現況報告の後、懇親会が行われま

した。 
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■■イニシエーションスピーチ■■ 

★白幡英悟会員 

母のお産の里帰

りのため、山形県

鶴岡市で生まれま

したが、ずっと入

間で育ちました。

中学では誘われて

陸上部。練習が辛

かったので高校で

は合唱、大学では茶道をしてました。テレビ局

の報道外信部でバイトをしていた頃の私は、

内気な性格だったのでマスコミではなく、公

務員(官僚)になりたいと思って勉強をしてい

ました。ですが大学 4年の春の OB説明会で官

僚に幻滅し、試験を受けることなく公務員を

諦めました。翌年、大学卒業と同時に就職した

のは築地市場の中にある魚屋でした。そこで

も内気な性格で覇気がない、声が小さくて魚

が腐ると怒鳴られました。市場の中は世界が

半日ずれていてそこだけ別世界でした。久し

ぶりに会った大学の同期と世間の常識や話が

合わず、焦りと危機感で１年ちょっとで辞め

ました。しかし、20 年経った今でもお付き合

いが続いている会社の人から熱心にランニン

グクラブに誘われました。走りたくないとき

は休んでもいいし、汗と一緒に嫌なことも全

部流れるような爽快感がやみつきになりスト

イックに練習しました。ピーク時にはマラソ

ン大会のハーフの部で 2000人中 17番、1時間

18分でゴール。 

大学が法学部だったので、街(待ち？)の法

律家の司法書士を目指し、バイトをしながら

勉強をはじめましたが全く歯がたたず挫折し

てしまいました。せっかく勉強した法律を生

かした仕事をしたいと思い、都内の不動産屋

に就職しましたが、配属されたのは賃貸管理

部門でした。滞納者への取り立てやドアに張

り紙したりカギを封鎖したりと、今では違法

のような内容でした。そこは上司のパワハラ

がすごく、失語症になったり体調を崩して９

か月で辞めました。父に私の人生は半分ダメ

になりかかってるから何処でも良いから、ち

ゃんと就職するように、まだ勉強を続けたい

のならこの家から出て行くように言われ、家

を出ました。幸い、住み込みでの牛乳配達の仕

事を見つけ、そこで 2 年頑張りましたが合格

できず、今度は司法書士事務所で働きながら

勉強しました。都内の事務所で働いていた 32

歳のときにやっと合格しましたが、その時の

給料は額面 13万円でした。友人の結婚式で知

り合った人と 2 年付き合って結婚し、双子も

生まれましたが離婚調停と裁判をしました。 

私が独立したのは弁護士の勧めです。2歳の

双子の親権を取りたいといっても、入間市か

ら勤務先の日本橋まで通いながら男親が養育

できるはずはないと相手は絶対突っ込んでく

る、資格をもっているのですから自宅で開業

して育児しながらお金も稼げるという作戦で

行きましょうと。内気な性格の私には独立し

たいとか一国一城の主になりたいという野心

は更々ありませんでした。結局、子供が 10歳

未満だと母性優先の原則というものがあり、2

年近く争いましたが親権をとるという意味で

は負けてしまいました。 

去年のクリスマス、どうしても会いたくて

プレゼントを持って夜に訪ねました。あいに

く不在でした。最後に子どもたちに会ったの

は、1 歳でまだハイハイをしてた頃ですので、

あれから 8年経ちました。 

離婚後しばらくはもう再婚するつもりはあ

りませんでした。子供たちが会いに来てくれ

た時に、知らない子が私の事をパパと言って

懐いている姿をみたらどんなに寂しい気持ち

になるだろうと思ったからです。でも逆に私

が子供の立場で考えたとき、自分がそれほど

幸せでなくても自分の親には幸せになって欲

しいし、逆に自分のせいで親が幸せになれて

いないと思うと罪の意識に苛まれると思うよ

うになったので婚活を始めました。でも上手

くいかず諦め掛けています。 

でも悪いことばかりではありません。こう

いうことがあったからこそ私は独立できたし、

だからこそ経営者を対象とする会にも入れ、

性格も明るく外交的になってロータリークラ

ブという１つ上のステージにも上がれてロー

タリアンである皆さんとお会いすることがで

きました。これからも色々と困難はあると思

いますが、めげずに人生頑張りたいと思いま

すのでどうぞよろしくお願いいたします。 
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★吉岡信人会員 

吉岡信人といいま

す。よく「のぶひと」

や「のぶと」と間違わ

れますが、「まこと」

と呼びます。生まれは

1980年、野球でいうと

松坂世代です。出身は

石川県の輪島市で２

年前に朝の連続テレビ小説「まれ」の舞台にな

ったところです。高校まで住んでいました。両

親が教職員で厳格だったこともあり、大学は

親元から出来る限り遠くに離れようと思い、

広島の大学を受験しました。入学後はその反

動もあってか、大学時代の４年間は殆ど勉強

しませんでした。卒業後、栃木県の情報処理の

会社に入社しました。仕事は激務で月 100 時

間以上の残業があり、深夜３時に帰ってビー

ルを飲み朝８時に起きるとまだアルコールが

残っていたこともありました。そのような環

境で体調を崩し転職を考え、田島法律事務所

の事務員の採用に応募しました。 

趣味はバレーボールで、中学・高校・大学・

社会人になっても続けています。社会人では

男女混合制でプレーし、妻とはそこで知り合

いました。妻は高校当時、都内の 400近くある

高校の中でベスト 16に入る強豪校の主将をし

ており、自分の渾身のスパイクを軽々レシー

ブしてしまうほどで、実力の差というのは残

酷だなぁと痛感しました。 

仕事についてですが、田島法律事務所は昭

和 63年に開業、昨年の平成 27年に法人化し、

ひばりが丘に支店を設立しています。現在は

弁護士４名と司法書士１名、事務員が６名い

ます。事件は刑事事件，民事事件を問わず幅広

く取り扱っています。仕事で印象的だったの

は強制執行の手続きです。建物の明渡しの際

に従業員 10数人に囲まれたこともあり非常に

スリリングな経験をしました。又、ゴミで埋も

れた部屋に入り、ゴミの上を匍匐前進したこ

ともあり、今ではいい思い出です。そんな中で

仕事をする上で信条としていることは、現場

を大事にすることです。例えば交通事故の事

件で事故現場を調べる際に、資料として警察

署や検察庁から物件事故報告書や実況見分調

書を取り寄せます。それら資料には事故の状

況が記載されていますが、紙では分からない

こともあるので、実際に現場に行って調べる

ように心掛けています。 

最後になりますが、自分は未だ 35歳で諸先

輩方からすれば小僧同然ですが、ロータリー

を通じて成長していきたいと思いますので今

後ともご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致し

ます。 

 

★幹事報告 忽滑谷明幹事 

第 11回定例理事会 

〈協議事項〉 

1.6/12のわんぱく相撲入間大会\10000協賛につ

いて会長より説明後承認 

2.4/12入間南ＲＣとの合同例会会計報告 

3.5/19例会より 9月末日迄をクールビズ期間 

〈報告事項〉 

1.熊本地震被災者義援金 50 万円をＲＩ第 2720

地区熊本地震総合支援室に送金。 

2.5/21(土)第３Ｇフレッシュロータリアン研修

は白幡会員が出席予定 

5/21(土)大宮ロータリークラブ 60周年記念

式典は粕谷会長が出席予定 

5/21(土)ロータリーの森清掃奉仕活動は石川

ＰＧ，忽滑谷幹事、チャンが出席予定 

6/3(金)新旧合同会長幹事会 

6/5(日)第 1回会員増強・公共イメージセミ

ナーは西山会長Ｅが出席予定 

6/5(日)米山記念奨学部門学友総会及び新規

奨学生歓迎会は忽滑谷部門委員長、田中カウ

ンセラー、チャンが出席予定 

3.5/14(土)入間市環境まちづくり会議 

粕谷会長、滝沢委員長が出席予定 

5/18(水)入間市商工会 56回通常総代会 

粕谷会長が出席予定 

5/26(木)豊岡中学校区青少年育成推進会 

粕谷会長が出席予定 

 

★委員長報告 

会報雑誌委員会 岩崎茂委員長 

ヨコ組み ３９Ｐ ソウル国際大会  

いよいよ国際大会開催の日程がまじかに迫

ってきました。「お楽しみがいっぱい」の見出

しで関連記事が掲載されています。 
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ヨコ組み ３０Ｐ～３１Ｐ 

「“よねやま”から広がる新しい世界」 

米山奨学生とクラブ会員との関わり方につい

ての記事が掲載されています。カウンセラーの

佐々木たかしさんの話。奨学生を今まで以上に

クラブで受け入れてあげたい。カウンセラーと

奨学生という関係の交流に限られがちであった

が、これを広げるため奨学生にもネームプレー

トをつけ、例会では毎回あまり話したことのな

い人のそばに座って会員との交流を図れるよう

にした。良いヒントがここにあり一読ください。 

タテ組み ４Ｐ～８Ｐ 

はきものをそろえる ――私の凡事徹底―― 

 曹洞宗の住職藤本光世師（長野南ＲＣ） 

私の好きな言葉です。参考になると思います。 

タテ組み ９Ｐ～１２Ｐ 

わがまち・・そしてロータリー 

３ヶ月ほど前に川越市が紹介されましたが

今月号は、さいたま市が紹介されています。埼

玉の中心全国第９位の人口を誇るさいたま市

だけに話題満載です。秋葉原にあった交通博

物館がさいたま市に移転したのが 2007年。こ

こから「鉄道のまち」として知られるようにな

ったと思っていましたが、遡ると鉄道との縁

は深く、明治の時代から「鉄道のまち」として

知られていたのだという。この「鉄道のまち大

宮」も今ではスポーツの街さいたま市として

変わりつつある。この内容については「友」を

御読み下さい。いずれにしても広報担当が氷

川神社の遠藤胤也宮司さんだけに、大宮区の

ことが盛りだくさんに紹介されています。 

＜出席報告＞ 馬路宏樹委員長 

事前欠席連絡 2名 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 晝間和弘ＳＡＡ 

齊藤福太郎君～ガバナー月信８頁に写真が載

りました。 

細淵克則君～ガバナー月信に地区大会晩餐会

の写真が載りました。 

繁田光君～写真ありがとうございます。 

晝間和弘君～白幡会員、吉岡会員スピーチ楽

しみにしています。15日に飯能ものづくりフ

ェアに出演します。 

馬路宏樹君～申し訳ありません早退します。 

\27,000 累計\778,869 

 

■回覧覧、配布物 

① ガバナー月信 2016年５月号 

② ロータリーの友５月号 

③ 派遣学生３月次報告書 

④ ネパール奨学里親申し込み確認書 

⑤ 国際ロータリー年次大会のご案内 

⑥ 5/22玉岡かおる講演会ご案内 

⑦ 訃報 社会福祉協議会評議員 加藤勝子様 

⑧ 他クラブ週報＆例会変更等のお知らせ 

⑨ 入間ＲＣ週報 40,41号 

 

 

 

 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

42名 29名 74.4％ 79.5% 

2016年 5月 2016年 6月 

日 曜 事業などの内容 日 曜 事業などの内容 

9 月 4クラブ合同懇親会 3 金 新旧合同会長幹事会 

14 土 入間市環境まちづくり会議    

18 水 入間市商工会 56回通常総代会    

21 土 大宮ＲＣ60周年記念式典    

26 木 豊岡中学校区青少年育成推進会    

RI2570地区５・６月の粕谷会長スケジュール 2015～2016 年度 


