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＜ビジター・ゲスト＞ 

米山記念奨学生 李 志 様 

祖国はもう雪が降りまし

た。中国と日本の架け橋にな

れるような職業に就けれたら

と思って就職活動に励んでい

ます。皆さんにご紹介してい

ただければ嬉しいです。 

 

■■■クラブ年次総会■■■ 
指名委員長友野です。指名委

員会を 11 月 21 日に開催、第 2

号議案 入間 RCデジグネートに

豊田義継会員を指名いたしま

した。諮問委員会に掛けました。 
 

諮問委員会の宮寺委員長に

代わって関根がご報告します。

諮問委員全員が賛成いたしま

した。宜しくお願いします。 

○総会にて全会一致で承認されました。 

ご指名頂いた豊田義継です。

ロータリーに入会しての 10 年

となりました。指名された以上

は全力でロータリーと入間ク

ラブの為に頑張って参ります。

どうぞ宜しくお願いします。 

忽滑谷明エレクト 

2020 年度の五大奉仕委員長

を発表させて頂きます。クラブ

奉仕;豊田義継会員、職業奉仕;

木下登会員、社会奉仕;晝間和

弘会員、国際奉仕;田中快枝会

員、青少年奉仕;馬路宏樹会員に指名いたし

ます。宜しくお願い致します。 

＜❁会長の時間❁＞ 滝沢文夫会長 

先に行われた年次総

会においてデジグネー

トや次年度の５大奉仕

委員長も決定して、私

の年度の半分が終わろ

うとしていることを感

じます。さて、12月に

なりめっきり寒くなってきました。 

今月は疾病予防と治療月間です。今日は

山根会員を通じて豊岡第一病院のドクター

に来ていただき、会員だけにとどまらずご

家族や従業員の方にもインフルエンザの予

防接種を受けていただきました。山根会員

には大変ありがとうございました。今日は

少し体調が悪いので、私は予防接種を遠慮

しました。さて、ロータリーで疾病予防と

言えばポリオが思い浮かびます。ポリオ対

策は1985年から始まっています。すで35年

ほどの年数が費やされています。1985年当

時のポリオ発生数と比較すると99.9％も減

っているそうですが、残りあとわずかです

がどうしても減りません。既に大変な金額

を費やしているにもかかわらずです。問題

は地域性です。 

今ポリオが発生しているところにパキスタ

ンがあります。2012～2015年の 4年近くで、

パキスタンでは北西部の連邦管轄部族地域

(多くの部族が住むアフガニスタンとの国

境地帯)の子どもたちが、タリバンなどの武
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装グループの支配下にあり、ポリオ予防接

種が禁じられていました。2015年の掃討軍

事攻撃によりタリバンが北部地域から追い

出された後、100 万人以上の住民が近隣地

域や隣国アフガニスタンに移動しました。

これが難民危機を引き起こし、国内避難民

キャンプに数万人がなだれ込みました。こ

のような移動難民等の子どもたちにポリオ

予防接種ができるようになりましたが、そ

れでもまだ数多くの未接種の子どもたちが

いることがわかります。 

今日は職業奉仕委員会より会員卓話「我

らの生業」をお願いしてありますので、そ

ちらに時間を使いたいと思います。 

 

 

 

＜今月のお祝い＞ 

 

 

＜幹事報告＞ 晝間和弘幹事 
第６回定例理事会 ＜協議事項＞ 

1.２月のプログラムについて 

  2/ 6第 4回クラブ協議会 

  2/13入間基地指令  卓話(予定) 

  2/20会員増強について 

  2/27職業奉仕  我らの生業 

2.万燈まつり・日帰り美術館 会計報告    

3.事務局引っ越し 12月 20日頃について 

4.パソコンの購入について承認 

5.齋藤金作会員より出席免除申請承認 

＜予定＞ 

1.12月 8日(日)米山記念奨学部門カウンセ

ラー会議・クリスマス会 白幡会員 一柳

会員 李志君出席 

2.12月 14日(土)会員増強フォーラム 

 滝沢会長出席 

 

●委員長報告 
＜ロータリー情報委員会＞齋藤栄作委員長 

  本日の 5 日と 17 日火曜日

に情報委員会を開催いたし

ます。3 年程度の入会者は特

に受けて頂きたいと思いま

す。是非ご出席宜しくお願い

致します。 

 

＜会報・雑誌委員会＞ 宮崎正文委員長 

【横組ページ】 

・P7-P15 12 月は「疾病予

防と治療月間」なので、そ

の事が特集で、わかりやす

く載っています。9頁には

「がんを防ぐための新 12

か条」があります。試してみます。 

・P45 お知らせの箇所に、新インターアク

トクラブで、所沢東 RC が提唱クラブの

「埼玉県立所沢東高校」の記事が載って

います。公立高校では珍しいと思います。 

【縦組ページ】 

・P22-P23  いつもの通り、柳壇に入間南

RC大野 快三様が載っています。 

 

＜国際奉仕委員会＞ 豊田義継委員長 

 11 月 22 日に家庭集会を

開きました。ネパール教育

支援に担当委員会として前

向きに取り組み 28日の理事

会で承認されましたので、

当日にＲＩ財団に 2,200 ド

ルを振り込みました。これからは支援の確

認をしっかり行っていきたいと思います。 

 

＜健康管理委員会＞ 

毎年恒例のインフルエンザの予防接種を

豊岡第一病院の山根あゆ子先生にお出でい

ただき受けました 

 

＜出席報告＞ 吉岡信人委員長

会員数 出席数 出席率 前々回修正率 

41名 22名 56.41％ 70.00% 

事前欠席連絡 11名 

会員誕生日 

石川嘉彦君 忽滑谷明君 

木 下 登 君  滝沢文夫君 

杉田宏充君  細淵克則君 

荒井正武君 晝間和弘君 

夫人誕生日 宮寺美智子様 
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■会員卓話｢我等の生業｣■ 
    ✿細淵克則会員✿     

 

私の生業をお話

ししますが、殆ど参

考にならないと思

います。私の此れま

での歩みはただ一

言、幸運に恵まれた

人生だと思います。 

生まれは東村山市です。八坂小学校、東

村山一中を卒業し、高校は中野の明大中野

高校に入学しました。当時、明大中野では

都内で 2校の断髪（坊主刈り）でしたので、

受験生は少なかった為、初めて無試験推薦

入学制度が出来ました。私も推薦を受けて

入学。半年後の 40周年記念式典で断髪が廃

止になりました。翌年に受験者が増えて無

試験推薦制度は 2年で廃止になりました。 

父親と母は結婚式の当日にお互いの顔を

見たそうです。縁が有ったのでしょう 2 人

共、事業力が旺盛でした。しかも誕生日が

大正 8年 6月 15日の生まれです。青梅の河

原で砂利や砂を、荒川では船を使い水中か

ら砂を採取していました。50人位の使用人

がいました。私（次男）は中学の時から父に

一国一城の主になれと、父の会社は手伝う

なと言われていました。その代わり土地

（360 坪）購入したのでそこで事業をしな

さいと言われました。現在の会社の住所で

す。土地は母親の実家の坂口屋さんに世話

して貰いました。 

私はプロのレーサーが夢でした。 

大学は 1 年時 3 年時が学生運動でロック

アウトの為に殆ど通っていません。3 年半

思い切りレ－ス活動をしました。最年少の

国際 A 級ライダ-として富士スピ－ドウェ

イ、鈴鹿サ－キット、筑波サ－キットで走

り年間総合成績が 2位の年も有りました。 

当然の事で卒業は難しいのでゼミの権先

生を結婚式の主賓として参列して頂くお願

いをし、卒業出来ないと結婚出来ないと一

言お願いして優を頂きました。 

第二の幸運は会社を始めて 2 年に訪れま

した。私の会社は建築資材の販売です。私

のお客さんが仕事を受けて、発注者のお客

さんとブロックの見本を 2 人で見に来まし

た。発注者の客さんが積和建設（積水ハウ

スの子会社）の仕事をしていました。見本

を見に来たお客さんの紹介で次々に積和建

設の業者と取引が始まりました。積和建設

は子会社の為に社長が積水ハウスから出向

してきます。安藤社長の時に私の会社が殆

ど材料を手配している事で、此れからは生

コン、クレーン車、現場試験、ポンプ車の手

配を全て私の会社でお願いしますと言われ

ました。現在、埼玉県の 3 分の 1 地域の材

料他を手配しています。臼井社長は大学の

先輩でした。社長の顔も見たこと無い警備

会社より、明治さんは材料で貢献している

ので、警備は明治セキュリティ－にお願い

しなさの一言で年間 7200 万の警備を頂き

現在に至っています。 

第三の幸運は警備業を始めた事です。ク

レ－ン車で現場作業している時にガ－ドマ

ンと話していた時に、これは儲かると思い

その日に警備業を始めると宣言しました。

センサ－による機械警備では飯能市の学校

を除く殆どの公共施設を警備しています。

入間市では老人の緊急通報を約 300 件近く、

公共施設も 20個所程警備しています。 

駿河台大学に営業に行った時は担当課長か

ら冷たく断られました。後日に課長から連

絡が有り警備の見直しでプレゼンテーショ
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ンをお願いしますと言われました。いい加

減なプレゼンでした。連絡が無いので 12月

末に元ゼミの権先生に電話をしました。（私

が明大中野八王子中高のＰＴＡ会長の時に

権先生が来賓で参列し、久しぶりの再会を

しました）駿河台予備校（駿河大学）で知り

合いいませんか？と。権先生が総長の息子

を研究生で預かっていとの事で明日が最後

の授業だと言われたので、当社をプッシュ

して欲しいとお願いしました。年が明け 4

月から当社に警備をお願いすると連絡を受

けました。 

入間市のジャスコ（現イオン）の建築中

に営業に行きました。後日、町田のカルフ

－ルの見積の依頼がＦＡＸで来ました。ヤ

ル気が無いのでいい加減な見積書を提出し

ました。2 か月後に担当者が来てお宅にお

願いしますと話が有りました。元々、ヤル

気が無いので断ったら担当者がビックリし

上司を始め稟議まで通っているので困りま

すと。では、狭山のカルフールは予算が有

るので狭山も明治さんにこの場で決めます

から同時に 2 か所受けてくれと懇願されま

した。今、考えると見積書出して断るなん

て無茶苦茶な話と未だに笑い話で出ます。

その通りです。ダイエーをイオンが買収し

た時も 6 店舗押し付けられました。ルール

を破り事前にダイエーの警備員をリクルー

トした事が発覚。しかも懲りずに何回もリ

クルートをして何回もバレ、結果 4 枚程の

始末書を書かされました。そんな事が有り

ましたが、未だにイオンさんに好かれて現

在では神奈川、山梨、東京、埼玉、栃木のイ

オン、イオンタウンの仕事を頂いています。 

 

 

 

人生は何処にチャンスが有るか分かりま

せん。只、言えるのはチャンス等は平等に

来る。正面から受止める事が出来るか？通

り過ぎる時に気付いても、後ろ髪を引張る

と掌から抜けてしまう。仕事はどの様な仕

事でも断らないのが私の考えです。一生懸

命に仕事をしていると、必ず誰かが助けて

くれます。 

 

 

 

 

😊＜ニコニコＢＯＸ＞ 後藤健副ＳＡＡ 

★指名されましたので微力ながら一生懸命

務めさせていただきます。 

「豊田義継君」 

★本日、当院でインフルエンザ予防接種遣

らせていただきありがとうございます。 

「山根輝彦君」 

★インフルエンザ予防接種を社員 4 名打た

せて頂きありがとうございます。 

「晝間和弘君」 

★インフルエンザ予防接種ありがとうござ

います。 「吉岡信人君」 

★本日、欠席ですみません。細淵さん卓話

宜しくお願いします。 「田中快枝君」 

★私事ですが、第 64回渋沢賞を受賞しまし

た。「後藤健君」 

★早退いたします。「友野政彦君」 
 

本日\64,000 累計\456,892 
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