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■会長の時間

会長

No.6

一ノ瀬

裕

１０月１０日（日）８：１５羽田から鹿児島空港へと旅立ちました。第２
７３０地区鹿屋西ロータリークラブへの友好クラブを表敬訪問するために。
最初に不思議なことがありました。会長の私と幹事の鈴木会員、PG 大
谷会員、徳久会長エレクト会員、澁谷友好クラブ担当会員の５人で羽
田のレストランでモーニングサービスを取るところの話ですが、我々のテー
ブルを担当した女性のウェイ
トレスの名札が珍しいお名前で栫井さんとあり
ましたので、なんとお読みするのですかと聞いたところ「かこい」ですと
言われ、珍しいお名前ですね？どちらのご出身ですかとお尋ねしましたら、
鹿児島ですと答えました。私達はすかさず、これから鹿児島へ行くので
すよと言うと鹿児島のどちらへ行くのですかと聞かれ、鹿屋市ですと答え
ると、私は鹿屋市の出身ですと言われました。こんな奇妙な偶然ってあ
るものなのですねと改めてびっくりしました。
さて、鹿児島空港から鹿屋市までジャンボタクシーに乗り最初に立ち
寄ったところは神聖な神の場所、「吾平山上陵」を見学したのですが、
現地にタクシーが到着すると鹿屋西ロータリークラブの会員の皆様が１０名
ほどでお出迎え、横断幕には「相模原南ロータリークラブご一行様 歓
迎」の多くな文字が書いてありました。会長の遠矢様、幹事の西丸様、
PG の風呂井様、前会長の王谷様その他の会員様がお出迎えして頂き
ました。その晩は王谷前会長が経営する中国料理のお店で高級なコー
スを戴いたり、高級な焼酎を戴いたり大変なお持て成しを受けました。
若干名の方は二次会に行ったみたいですが、私たちは年も取っている
のでおとなしくしていました。翌日朝になると、また鹿屋西ロータリークラブ
の数名の方たちがホテルに来まして、海上自衛隊鹿屋航空基地へと案
内して戴きました。零戦を見たり、特攻隊の皆さんのお写真を見たり、
その他救助ヘリコプターの見学やら普段入ることのできない将校の部屋
に案内してくれたり、とても貴重な体験をさせて戴きました。
１１月１１日（月）の１２：３０ホテルさつき苑にて第１９９１回鹿屋西ロー
タリークラブ例会に出席いたしました。別行程で合流した杉﨑会員、小
川会員、小野田会員、そして中村辰雄会員、小方實会員が加わり相
模原南ロータリークラブが１０名の会員をもって表敬訪問の形で参加する
ことができました。会長の挨拶に続き、大谷パストガバナーが卓話として
相模原市の紹介を含めてお話しして戴きました。例会終了後、鹿屋西ロー
タリークラブの皆様に見送られ、例会場のホテルさつき苑を後にしてお別
れしました。
鹿屋市は人口１０万人、市の面積は４４８平方キロメートルと相模原市
よりも広いです。鹿屋西ロータリークラブの創立は１９７７年１０月で当クラ
ブの７年後に発足。チャーターメンバーは３３名で現在は４８名の会員と
なっております。

■幹事報告

幹事

鈴木

【今後の例会予定】
11 月 2 日 休会
11 月 9 日 11：30 〜理事会④
11 月 9 日 慶祝、卓話
11 月 16 日 クラブ協議会②
11 月 23 日 休会
11 月 30 日 卓話
11 月 日 炉辺会合

今週の情報

本日のプログラム

イニシエーションスピーチ

次会のプログラム

休会
（祝日）

近隣クラブ例会情報等

■鹿屋西ロータリークラブ訪問卓話

大谷

新一郎

鹿屋西ロータリークラブの皆様こんにちは。風呂井
パストガバナー様・王谷前会長様には依然のＺｏｏｍ例
会等でお顔は拝見しておりましたが、ほとんどの皆様と
は今日が初めてだと思います。また８月３日には貴クラブ
の竹ノ内様が私共の例会にご出席頂きました。ありがと
うございました。クラブを代表しまして一言挨拶させて頂
きます。どうぞ宜しくお願い致します。
私は２０１７〜１８年度２７８０地区ガバナーを勤めました大谷でございます。
今ロサンゼルス・エンゼルスで活躍している大谷翔平選手とは残念なが
ら全く姻戚関係は有りません。
今回貴クラブと友好クラブを締結させて頂き、私共相模原南ロータリー
クラブ会員は誠に喜ばしく、感謝申し上げる次第です。中々コロナの影
響で貴クラブを訪問することが出来ず、やっと本日１０名でご挨拶に伺っ
た次第です。
相模原南ロータリークラブは一ノ瀬クラブ会長・鈴木幹事を中心に今
年度スタートしましたが、新型コロナの影響で例会が開催できず、ハイブリッ
ド例会や休会にせざるを得ない状況で苦労されているのを見ると、早くコ
ロナの終息を願うばかりです。
以上簡単に地区・地域・当クラブの概要をお話ししましたが、友好ク
ラブとして鹿屋西ロータリーさんとのご縁を大切に情報交換と親睦の輪を
広げ、深めていくことを祈念いたし、挨拶とさせて頂きます。
※紙面の都合上、お話の内容を一部抜粋して掲載させていただきました。

昌彦

本日は予定していましたクラブ協議会を変更し、イニシエーション・スピー
チとさせていただきます。感染状況により今後もプログラムが変更となる
場合がございますので、ご理解の程お願い申し上げます。また、お誕生
日や記念日などのスマイルにつきましても、開催の折によろしくお願いいた
します。
鹿屋西訪問に行って参りました。鹿屋西ロータリークラブからのお菓
子が届いております。後程、
お配りしますのでよろしくお願いいたします。
１０月１０日のポリオ根絶・コロナ鎮静化祈願祭につきましては、後ほど
委員会報告にてお願いいたします。

【今月の例会予定】
10 月 19 日 休会
10 月 26 日 卓話
【今月のその他の予定】
10 月 13 日 会長幹事会

令和3年10月12日

■基金プログラム委員会報告
基金プログラム委員会 常任委員長

黒河内

彰子

１０月１０日「ポリオ根絶、コロナ鎮静化祈願祭」が上溝の亀ヶ池八幡
宮にて開催され会員の中島信義さんと出席致しました。
田島透ガバナー、杉岡芳樹パストガバナー、苗村泰徳ガバナー補佐、
㝡住悦子ガバナー補佐他２７８０地区第５グループ各クラブより２名程参加
して盛大且つ厳粛な祈願祭が行われました。

THE SAGAMIHARA SOUTH R.C.WEEKLY july 2021 June 2022

■イニシエーションスピーチ

小野田

勝弘

森泉

朋子

この度は２０２１年５月１日に相模原南ロータリークラ
ブに入会させて頂きありがとうございます。
小町建設株式会社に勤務、昭和３７年３月１２日
生まれで西暦は１９６２年で５９才です。
生まれは東京都調布市深大寺北町で神代植物
公園の近くに本家があり現在も造園業を営んでいま
す。小さい頃は親戚の集まりで土間にドジョウがいてド
ジョウ鍋をよく致しておりました。
経歴は中学が八王子市立第２中学校、高校が都
立八王子工業高等学校電気課に入学しました。中高共バレーボール部に所
属してました。母校の中学は全国優勝を何度かしてました。
高校卒業後オーディオに興味があった為、昭島市にありますフォスター電機
株式会社に入社し市販部門のフォステクス株式会社に配属を致しました。特
販部という放送局を始め秋葉原の専門店音楽業界、楽器店など毎日が楽し
い時間でした。しかし勤務地が秋葉原で毎日片道約 2 時間かけての出勤が
苦になった頃、幼馴染が相模原市の朝日建設に勤めていて建設業の素晴ら
しさを聞かされました。７年間勤めましたフォステクスを退社しまして全く未知な
建設業、朝日建設株式会社に転職致しました。朝日建設株式会社では建築
学が全く無い事で当時の社長が中野区にあります建設業積算学校（夜間）
に入学させて頂き１年間、昼間は通常業務夕方から積算学校という生活をし
てました。約８年積算業務を致し３３歳で営業職、４５才になったときにＭ＆Ａが
行われて退職しその後何度か建設会社に籍を置き厚木市の山王建設株式会
社で１０年間勤務致しました。
その頃に知人から横浜市戸塚区の大洋建設が小町建設をＭ＆Ａしたと話が
あり水面下で話が進んでいきました。令和元年４月に取締役で大洋建設から
小町建設に出向で昨年９月正式に小町建設役員となり今年１月に代表取締
役専務、７月に代表取締役社長に就任いたしました
私自身Ｍ＆Ａされた会社にいて次はＭ＆Ａをした会社になり面白い巡り会わせ
と思う反面Ｍ＆Ａされた時の辛さや心細さなどを思い出し現在の社員にはそう
思わせない努力をしておこうと思っております。
小町建設株式会社ですが今年の５月、創立１００周年を迎えました。創立
１００周年記念式典を行いたいのですがコロナ禍で何度も会場をキャンセルし
ようやく１１月に式典を行える次第となりました。元々は製材所で家具屋を行っ
ていたと聞いています。また、野球のバットも製作していてその後は木造住宅、
総合建設業と変化し厚木基地の近くでしたのでここ２０年来は防音工事に特
化してましたがＭ＆Ａを境にまた、総合建設業を主軸に置き県のＡランクを目指
していきたいと思います。
最後に私自身常々人との縁を大切にしていきたいと思っていてこれらはロー
タリークラブでの奉仕の気持ちと感謝の気持ちも付け加えればと思っています。
これからもご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。
本日は貴重なお時間を本当にありがとうございました。

出身は長野県佐久市という、長野の最も東に位
置し、お隣はすぐ群馬県下仁田町という、相模原か
らですと、圏央道を利用して２時間半、新幹線で東
京駅から１時間半の距離で、住みやすさも交通の便
も丁度良い田舎といった所です。
日本で一番海から遠い地点が存在し、そのような
土地柄も相まって、淡水魚である鯉の養殖が盛ん
です（が食べた記憶はほとんどない）。また、果物
も多く栽培され、至る所に林檎や桃、ぶどう畑を目
にします。スモモの一種である、プルーン栽培の発
祥の地で、佐久で出荷されたものを相模原のお店でもよく見かけます。コロナ
が終息いたしましたら、ぜひ佐久においでください。夏から秋にかけては農産
物も多く、景色も良いので、息抜きにぴったりかと思います。
高校までを佐久市で過ごし、相模女子大学への入学を機に相模原市へ
移って参りました。相模原市と佐久市は友好都市関係を持っているそうです。
ジャクサの施設がある自治体の集まりで相模原にはキャンパス、佐久は宇宙
空間観測所がございます。ちょっとした繋がりですが、両都市に縁のあるもの
としては嬉しい限りです。
相模女子大学では国文学科に所属し、中学・高校の教員免許を取得し
ました。相模女子大は近頃ですと、地域へ大きく貢献する活動をされ、その
ような学部も設置されていますが、私の在学中は古い校舎もまだたくさん残っ
ていて、のんびりとした学生生活を送りました。
大学卒業後、東亜警備保障に入社いたしまして、今年で１８年目になります。
皆さまに大変お世話になっております弊社の代表、月森が設立いたしまして、
一昨年３０周年を迎えました。当初から変わらず、工事現場、主にマンション
などの建設現場で工事車両から安全を確保するため、通行人の方の誘導を
中心とした交通誘導警備や、商業施設の駐車場でお客様の誘導などを行っ
ております。
コロナ禍の現在、警備業は安心安全を提供する職業としてエッセンシャル
ワーカに位置づけられております。新たなお役目をいただいたように感じられ、
社員一同はりきって業務にあたっております。私自身も、入社当時は、まさか
こんなに長く在籍できるとは、思っても居りませんでしたが、周りの方たちのご
協力と、月森が長い目で見て下さっているお陰で今があると感じております。
また、このように皆さまとの縁を繋いでくれたこと、とても感謝しております。月
森も７月の半ばに退院してから、自宅で元気に過ごしております。皆さまとお
会い出来ことを楽しみにしております。
私自身、未熟者でご迷惑をおかけするような場面も多いかと思いますが、
消極的な性格を抑えて、皆様からのご指導を積極的に仰げるようになりたいと
思っております。どうぞ宜しくお願いします。

※紙面の都合上、お話の内容を一部抜粋して掲載させていただきました。

※紙面の都合上、お話の内容を一部抜粋して掲載させていただきました。

■本日のスマイルBOX
一ノ瀬 裕 君
★１０月１０日（日）から１１日（月）まで、鹿屋西ロータリークラブに表敬訪問をして
きました。大変な歓待をお受けしまして恐縮しております。
鈴木 昌彦 君
★一ノ瀬会長、大谷PGを始め、鹿屋西訪問の参加者の皆様、楽しい時間を
ありがとうございます。
澁谷前会長の素晴らしい企画に 感謝、
感謝です！
徳久 京子 君
★鹿屋西クラブ訪問の企画、
当日のガイ
ド等を取りまとめてくれた澁谷 直樹さ
んにスマイルします。楽しかったあれこれをお伝えしたいのですが、
本日は所用
で早退します。
杉﨑 信一 君
★日曜日、
月曜日と友好クラブ鹿屋西RCに訪問して来ました。素晴らしいクラブと
会員の方々でした。
小川 仁司 君
★鹿屋西RC行ってきました。
これからも例会が出来るようにマスク頑張ります。
岸 勲君
★皆様、
久し振りです。
９月には、
結婚記念日にお花を送って頂きありがとうござい
ました。
栗林 一郎 君
★鹿屋西RCへ行かれた皆様、
お疲れ様でした。
行けずに残念でした。

□出席報告：出席委員会

10月 12日

会員数

宮崎 雄一郎 君
★入会後初めての誕生日のお祝いありがとうございます。
これからもどうぞよ
ろしくお願いします。
中島 信義 君
★結婚記念日のお花をありがとうございました。
雫田 直輝 君
★小野田さん、森泉さん、
イニシエーションスピーチを楽しみにしております。
よろ
しくお願いします。
足立 旬一 君
★所用により、早退致します。
松井 克之 君
★早退致します。鹿屋西のお土産ありがとうございます。
黒河内 彰子 君、中村 文子 君、須坂 知恵 君
★鹿屋西RCの訪問、
ありがとうございました。お土産もいただきまして、
ありが
とうございます。

■本日のスマイル
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前々回
第 2 4 1 2 回 8 月 3日

当日

53（45）

3
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第 24 1 4 回 10月 12日

当日

53（46）

31

3

34

73.91
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8月 3日
（ 修 正 ）完 全 欠席= 小川、黒河内
（彰）
、
小林、嶋津、鈴木(雅)、竹村、中山(智)、中山
（義）
、
長瀬、
松山、
森泉、
柳谷

会報委員長 藤原

担当委員

長瀬 足立 鈴木
（晴） 嶋津 小林 青木 奥橋 黒河内 須坂 中山
（義） 松井 米田

