
1 

＜ビジター・ゲスト＞ 

米山記念奨学生 ヤン ユジン 様 

昨日行われたの韓国の中

央選挙について感じたこと

をお話しします。韓国は政

治に関心がある人が多くい

ますが、日本人の若者も今

よりもっと政治に関心を持

ってお互いの意見を受け入れるようになっ

たらいいと思いました。 

 

＜今月のお祝い＞ 

会員誕生日 
白幡英悟君    大塚拓君 

吉田勉君   馬路宏樹君 

夫人誕生日 友野みゆき様  

結婚記念日 
宮崎正文君   大塚拓君     

馬路宏樹君   杉田宏充君 

 

🌸会長の時間🌸吉沢誠十会長 
今日の会長の時間は

第 17 代会長藤田貞雄様

と第 18 代会長齋藤金作

様をご紹介致します。

第 17 代会長藤田貞雄様

は明治 45年 3月 25日生

まれで会長在籍年は昭

和 50 年～昭和 51 年で

す。63 歳の時です。所属会社名は名簿では

「㈱朝日住宅」で職種は建築設計となって

おります。会社は入間市仏子ですがご自宅

は板橋区大山西町で板橋から通われていた

そうです。会社は現在の仏子のバーミヤン

の所で、元は平仙レース様の関係の会社と

もお聞きしました。性格は一言で言えば大

変紳士的な人だそうです。 

ロータリーでは例会の運営を始動したとあ

ります。一つは従来点鐘後食事をしていた

が心せわしく、懇談もままならないため例

会 30分前に食事をすることとした。このこ

とで出席も早くなり、懇談、事前打合せも

余裕が出来、例会がスムーズに行われる様

になった。この形は現在も継続されていま

す。次に食事の繰り上げで懇談の時間が増

えたのを機に永田会員から美術品を例会時

に展示したらとの提案があり、11 月 3 日の

文化の日にロータリー美術館を開館した。

長続きするか心配であったが案ずるより産

むがやすしで今も続いている。当時の会員

数は 57名で主な行事と活動としては昭和 50

年 8 月から第二例会を会員職業の自己紹介

日とする。また、年間を通して入間市にあ

る保育所・保育園の所長、調理師の方を 3

～4 名ずつ一例会に招待。昭和 51 年 6 月に

は家族親睦会を東京宝塚劇場観劇、サント

リー美術館見学後同館で晩餐会、90 名参加。

藤田様は会長年度後に東京池袋西 RCに移籍

されています。 

第 18代会長齋藤金作様は昭和 4年 7月 15

日生まれで会長在籍年は昭和 51年～昭和 52

年です。当時 46歳です。所属会社名は「豊

岡丸大観光バス」です。丸大観光様は大正

12 年に金作様のお父様に当たる又作様が創

業されたもの。金作様はお婿さんで坂戸市

欠の上のご出身です。奥様は一つ年上の方

でしたが 59才の時に亡くなられております。

お名前に「作」がついているのは偶然だそ

うです。会長の時の回顧録としてまず年若

い私が会長に指名されたのは 20年近く活動

してきた組織体と言うのは円熟期であるが

一方では老朽化、マンネリ化している。こ

れを打破する常套手段として若返りを図り
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バランスを整える為に指名されたものだろ

うと書かれております。ロータリーでは例

会において会員の気持ちを一点に惹きつけ

る為に「会長の時間」を設け「今日の一言」

を提言した。またクラブとして不測の事態

に備えてクラブ基金を創設。またニコニコ

ボックスの会計を別立てにし、スマイルボ

ックスの寄付金も事業参加費から落とす方

式を試み成果を上げた。当時の会員数は 57

名で主な行事と活動としては、昭和 51 年 9

月寝たきり老人に会員婦人の縫製したおむ

つを贈る、同月に第一回「歴史教室」を開

設、「歴史教室」とは繁田パストガバナー

の提案で堤会員が講師として例会後１時間

会員の有志が聴講するというもの。その後

月一回の例会卓話として取り上げられる様

になった。昭和 51 年 11 月酒田市の大火に

見舞金を贈る、昭和 52年 4月入間青年会議

所発足記念として会議用演題を贈呈。 

 

＜幹事報告＞ 馬路宏樹幹事 
＜協議事項＞ 

1. ６月のプログラム  

6/16五大奉仕委員長 

会長･幹事･SAA挨拶 

6/30最終例会、昭島車 

  屋にて懇親会 

2.入間市観光協会年度会費 10,000円 

3.ホームページ年間更新費 

4.事務局員業務委託費及び勤務日について 

事務局の勤務日を現在の月・水・金から

新年度は水・木・金へ変更する事が承認 

＜報告・予定＞ 

Ⅰ6/5(日)米山記念奨学学友総会及び新規

奨学生歓迎会 一柳,細田,忽滑谷会員 

 6/13(月)現・新会長幹事会 吉沢会長・

馬路幹事 豊田新会長・木下新幹事 

6/18(土)第 5回ロータリー財団委員会勉

強会 各自 

6/19(日)年度末地区役員合同会議＆楽し

い研修 各自 

7/10(日)米内山記念奨学生セミナー 

一柳会員 

Ⅱ6/9(木)入間市ゴルフ協会大会 杉田会員 

6/18(土)埼玉県腎・アイバンク総会 

6/23(木)社会福祉協議会評議員会  

忽滑谷会員 

Ⅲ６月のロータリーレート 1ドル 127円 

■■イニシエーションスピーチ■■ 

寺 井 裕 昭 会 員 
本日は自己紹介と家族

構成の話しを致します。

私は父、寺井昭一(新潟

県長岡市生まれ）と母、

当子(狭山市入間川生ま

れ)の長男として昭和 33

年 9月 9日 世田谷区等々

力で生まれました。現在、母は 92歳になり

所沢ロイヤル心の里に入院しています。父

は 12年前に他界しました。 

結婚当初の母は埼玉銀行で働いていまし

たが父の電気工事店を、母も仕事を手伝っ

ていたとの事です。私が 1 歳の頃、会社が

乗っ取られ無一文になり入間市の祖母の家

に引っ越して来たとの事です。その時にロ

ータリーメンバーの荒井工業所を紹介され

て水道の仕事を覚えさせていただき昭和 36

年頃現在の場所に家を建てて昭和 42年に寺

井工業を設立したそうです。 

 当時の私は繁田保育園に通園して現会長

の吉沢会長ともその頃からのお付き合いに

なります。繁田保育園には母、私、子供、

孫の 4世代がお世話になりました。 

 小学校は豊小で同級生には齋藤会員がお

り同じクラスには一度もなりませんでした

が遊んだ事は覚えています。5 年生の頃に

は野球少年になり 4 区ファイターズ結成・

入団 2 年間活動していました。中学校は豊

中で野球クラブに入りたかったのですが坊

主頭になるのが嫌なのと女の子にもモテタ

イとの事から体操部に入部し県大会まで進

みました。 

昭和 49 年 県立狭山高校入学・卒業し昭

和 52年 明倫館 国土建設学院 設備工学

科に入学し水道・空調等の勉強し少しは家

業の事も考える様になりました。 

しかしこの頃レーシングカーに興味持ち

富士スピードウエイでの大会参加やらで、

自分の今後の進路など上の空でエンジョイ

していました。 

専門学校卒業後は父の命令で他社での修

行もなく、そのまま寺井工業に入社し同時

期には入間市消防団に入団して現ガバナー

水村様と共に地域貢献しておりました。23

歳頃には細渕会員のバイクレース等の話し

に魅了し私も富士・筑波サーキットを走行
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するようになりました。その節はお世話に

なりました。 

平成 11年に父が会長になり私が寺井工業

代表取締役に就任現在に至ります。 

最後に私の家族の事をお話しします。 

妻、一枝とは豊岡小学校・豊岡中学校の同

級生ですが一度もクラスメイトになること

も無く、話しをした事もありませんでした。

初めて話しをしたのは 18歳のころ当時付き

あっていた彼女を池袋の美容学校に迎えに

行った時でした。その後、いろいろな共通

点等があり結婚となりました。例えば私が

９月 9日生まれで妻は翌日の 9月 10日生ま

れで血液型も同じ A 型です。又、結婚記念

日が３月 9 日そんなことから寺井家のラッ

キーナンバーは 1・3・9 と決め車のナンバ

ー等に使用しています。 

現在の寺井工業は職人も増え、長男を専

務取締として現場で働き事務所は妻と長男

の嫁と毎日ワイワイ・ガヤガヤと働いてい

ます。子供も長女・長男・次女を授かり、

孫も長女に高校 2 年生男の子・中学校 3 年

生の女の子・保育園年長の男の子がおり、

長男には小学校 3 年生の女の子・小学校 1

年生の女の子・保育園年少の男の子がおり

ます。孫 6 人には恵まれましたが未だ次女

は独身です。良い人がいましたらご紹介お

願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■ 会 員 卓 話 ■■■ 
「コロナ感染･濃厚接触者になった場合」     

田中 快枝 会員 

コロナに感染した場合、

濃厚接触者になった場合、

どのようなお金が国から貰

えるかのお話しをします。 

社員さんが有給でなく欠

勤扱いでお願いしますとい

った場合は、傷病手当金

(社会保険加入者)が出ます。保健所の証明、

療養状況申立書等を提出して請求します。 

社会保険に入っていないでコロナに感染、

濃厚接触者になった場合は傷病手当金が出

ませんが、給与の支払いがない場合には

「新型コロナウィルス感染症対応休業支援

金」が出ますので、事業主も協力して個人

が請求を行います。 

最後に、雇用保険助成金を申請している

企業でしたら雇用保険助成金の一部として

請求しても構いません。 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 一柳達朗ＳＡＡ 

 吉沢会長の最後の月となりました。本日

も宜しくお願いします。ユジンさんよ

うこそ入間クラブへ。寺井さんイニシ

エーションスピーチ、田中さん卓話宜

しくお願いいたします。 

「吉沢誠十君、馬路宏樹君、豊田義継君、 

一柳達朗君」 

 本日卓話させていただきます。数分で終

わります宜しくお願いいたします。 

「田中快枝君」 

 スピーチさせていただきありがとうござ

います。 「寺井裕昭君」 

本日\42,000 累計\556,000 
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