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●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3600 地区 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3461 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      私はずっと野球をやってきて、今も草野球を 
     していますので、本日は野球の話ばかりになり 
     ますが、宜しくお願い致します。 
     0 歳：昭和 49 年 5 月 11 日、東京都調布市に生 

まれる。4020ｇのかなり大きな赤ちゃんで、産 
道から出てこれず、器具で取り出したらしい。 
6 歳：調布市立布田小学校入学。第 1 期生だっ 
たため、机など全て新品であった。 
7 歳：小学 2 年で野球との出会い。“荒木大輔フ 
ィーバー”が調布市全体で巻き起こり、小学生 
という小学生は荒木さんに憧れ、私もその一人 
で名門・調布リトルリーグの入団テストに参加。 
何百人いたか判らない人数だったが、ゼッケン 

 

    

   

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
横江 利夫 

1 番をゲットし、見事合格する。 
8歳：同級生が 200人いるリトルだったため、8 

軍スタート。雑草魂、早く 7軍に行きたかった。 

9歳：初めての選択。野球では4軍に上がる。年 

少からやっていた水泳でオリンピック候補選手 

ジュニアに選ばれ、お互いが毎日練習だった為、 

どちらかを選ばないといけない。結構悩んだが、 

野球を選択した。（親は常に私の意見を尊重） 

12歳：1軍に上がる。優秀ではなかったが、負 

けず嫌いは半端ではなかった。日本一になり、 

アジア選手権 3位になる。 

12歳：リトル卒業後、調布シニアリーグ入団。 

球拾いの毎日。 

  

会 長 冣住 悦子  幹 事 横溝 志華 

 



 
 

15 歳：年間打率 7割で、シニア年間最優秀選手に 

選ばれる。高校進学は、どこでも約束された瞬間 

であった。 
16 歳：最後に沖縄水産、仙台育英、日大三高が残 

ったが、日大三高に入学。（ここでも親は尊重し 

てくれた）一年生時は寮生になれず、早く寮に入 

りたかった。負けず嫌い発動。 
    17 歳：寮生になる。メンバーには入ったが、レギ 

ュラーは取れず。 

18 歳：レギュラーをゲット。秋の大会、勝てば甲 

子園の大一番の試合で、堀越学園に負ける。その 

時の打率が 0.497 だったので、もし出てたらゴジ 

ラ松井の 0.502に次いで、出場選手中 2位だった、 

勝っていれば・・。 

在京球団からチョイオファーある。大学のセレク 

ションを受ける。打つしか能のない１拍子の自分 

を欲しがる大学は少なかった。一番最初にＯＫを 

くれた東京農業大学に進学。同級生と付き合う。 

19 歳：打つしか能のない一年生は、当然ながら 3 

軍スタート、球拾いの毎日。準備だけは怠らず、 

チャンスを伺う、チャンス到来。 

20 歳：東都大学リーグＤＨ制度導入。自分の為に 

出来た制度だと思った。２年春からクリーンナッ 

プを任される。 

21 歳：小林（広島ドラ１、）黒田（広島ドラ２）、 

安藤（西武ドラ１）率いる専修大学と、２部優勝 

決定戦。２戦目、黒田からＨＲを打ち勝利も、１ 

勝２敗で敗れ、１部の夢を絶たれる。 

22 歳：故障。ノンプロからの誘いあったが、大学 

卒業と同時に現役引退。新宿にある総合商社に就 

職、なぜか秘書課に配属。 

25歳：高校生からお付き合いしていた女性と結婚、 

寿退社。相模原市中央区田名にある「旭フォーク

リフト」に就職、整備課配属。スパナのスの字も

わからない、先輩から馬鹿にされ呆れられる。 

負けず嫌い発動。片っ端から整備解説書を読み、 

少しずつ仕事を覚える。 

27 歳：少しずつ認めてもらい、一人で仕事を任さ 

れる。 

28 歳：営業部に配属、こっちの方が性に合う。 

33 歳：「中小企業家同友会」に入会。 

35 歳：ITビジネスとの出会い。何かにﾋﾟﾝと来て 

 

 

 

社長に進言、IT課を任される。（ここでも親は尊 

重してくれた）「相模原市青年工業経営研究会」 

に入会。 

37歳：東日本大震災が発生。ピンチをチャンスに 

変える。 

39歳：社長就任。選択の連続、結構重い。「日本 

青年会議所」入会。「近未来技術研究会」入会。 

（社）建設荷役車両安全技術協会 神奈川県支部 

長に就任。 

42歳：青工研会長に就任。 

43歳：整形をしてイケメンになる。「相模原中 

RC」入会。「技工研」入会。西武ニューリーダー 

ズクラブ副会長に就任。 

明確な目標とそれに向かう努力、スポーツも会 

社経営も同じが信条です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 月 2 日（水）に千曲川ＲＣとの合同例会に行 

ってきました。朝 8 時頃に出発し、途中ＪＲで最 
も高地にある野辺山駅に寄りました。ちょうど、 
電車が到着したところ 
を見ることができたの 
ですが、2 両編成の電 
車に乗っていた乗客は 
バラバラと一度降りて、 
駅や電車の写真を撮っ 
たりして、また電車に 
乗るのを見ていて興味 
深く、夏休みなので家族連れも多かったです。 

12 時頃に会場に到着し、焼き肉やヤマメの塩焼 
き、野菜や果物、ビールと美味しい日本酒や桑の↗ 
 



 

                  
実酒などで歓待していただき、2 時間半ほど飲ん 
で食べて、話も弾みました。会場は山の中の開け 
た場所にありますが、今回のためにわざわざ草を 
刈ったりして、きれいに整えていただいたそうで 
す。雨も降らず曇ってはいましたが、涼しくて空 
気がきれいでした。 

帰りは、千曲川 RC 会員の方が経営する黒澤酒 
造さんに立ち寄り、お土産にお酒をたくさん戴き

ました。何かイベントの際に開けようと思います。 
千曲川 RC と当クラブは、1997 年 4 月に姉妹ク 

ラブを締結し、交流は 21 年に及んでいます。現 
在は会員が 20 名を切っていて、増強に力を入れ 
るということでした。 

来年度は、相模川の花火大会に合わせて花火が 
よく見える会場で、合同例会を企画することにな 
りました。今回参加できなかった皆様も来年は楽 
しみにしていて下さい。 

先週末は第 5 グループから、橋本 RC の七夕祭、

相模原西 RC のサマーワーニバルでのエンドポリ

オキャンペーンがありました。メイクで行った方

も多いと思いますが、私も 2 日目の土曜日に橋本

の七夕祭りに寄付をしに伺いました。お祭りが始

まる前だったので、組み紐体験と風船の準備をさ

れていたところですが、だいぶ好評だというお話

でした。 
前回、橋本 RC の原幹朗さんにホンジュラスで 

の胎児超音波診断装置の寄贈事業のお話を伺い

ましたが、その時に「世界の産声に耳を澄ます」

という本をいただきました。著者の石井光太さん

は、発展途上国の貧困を多く取材しているルポラ

イターで、この本ではタイやフィリピン他、少数

民族や紛争地での出産事情も扱っています。 
ホンジュラスでの出産事情の章では、今回行っ 

た「ダンリの妊婦の家」の話も出てきます。妊娠 
や出産に関する知識や女性に対する配慮の不足、 
地方で病院や交通機関が整っていないことから、 
安心して出産できる施設を提供し、母親の啓蒙を 
行っているそうです。 

ダンリのような地方とは別に、ホンジュラスの 
都市部が、世界でも非常に治安の悪いところだと 

 

 
 
いう話はありましたが、貧困や犯罪、薬物の使用 
が蔓延して、生まれたばかりの子供がそのまま捨 
てられているというルポは本当に同じ地球上の出 
来事と思えませんでした。 
読み終わりましたら事務局に預けておきますの 

で、興味のある方は是非読んで下さい。 
本日は米山奨学生の張さんが見えられています。 

お盆明けの 22 日例会には、ハンガリーからの交 
換留学生のボトンド君が出席しますので、楽しみ 
にして下さい。よろしくお願いします。 

 
 

 

●冣住会長、横溝幹事 

①千曲川ＲＣとの合同例会に参加された皆様、お 

疲れ様でした。 

②本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

③横江会員、イニシェイションスピーチ楽しみに 

しています。 

④米山奨学生の張さん、ようこそ。 

●小野 孝会員 

①傘寿を祝って頂き、ありがとうございます。 

 お蔭様で薬一つ飲まず、毎日仕事に頑張ってお 

 ります。今後とも宜しくお願いします。 

②会員誕生日祝、またご夫人誕生日祝の皆さん、 

おめでとうございます。 

③横江さん、卓話楽しみです。 

●櫻内 康裕会員 

①誕生日を祝っていただき、有難うございます。 

②小野会員の傘寿、おめでとうございます。 

③横江会員、イニシェイションスピーチ楽しみし 

ています。今日から甲子園野球始まりましたね。 

●甲斐 美利会員 

①誕生日祝、ありがとうございます。お蔭様で、 

妻ともども元気に現役を通しています。 

②小野さん、傘寿（80才）おめでとうございます。 

益々元気にお過ごし下さい。 

●田後 隆二会員 

①誕生日祝をいただき、ありがとうございます。 

②横江さん、楽しみです！    

＜裏ページに続く＞ 



 

 

    ●佐々木 敏尚会員 

①小野さん、傘寿おめでとうございます！  

②また、私の誕生日祝を戴きまして、ありがとう 

ございました！  

●川合 貞義会員 

①先週の千曲川 RCバーベキューでは大変お世話 

になりました。 

②冣住会長、横溝幹事には本格的に役職実行です 

が、体に気をつけて気楽にいきましょう。 

●老沼 秀夫会員 

①小野さん、傘寿おめでとうございます。元気過 

ぎないようにして下さい。 

②会員誕生日、ご夫人誕生日祝の皆さん、おめで 

とうございます。 

●丸子 勝基会員 

①先週の千曲川 RC合同例会を直前にキャンセル 

 してしまいました。楽しみにしていましたが、 

 ヤボな用事が入り残念です。来年は参加します。 

②横江さん、卓話楽しみです。 

●菊地 啓之会員 

①イニシェイションスピーチの横江会員、宜しく。 

②本日お祝の皆さん、おめでとうございます。 

③傘寿 80才を迎えた小野会員、増々お元気で、 

おめでとうございます。 

●江成 利夫会員 

①イニシェイションスピーチの横江会員、宜しく 

お願いします。 

②会員誕生日祝、ご夫人誕生日祝を受けられる皆 

さん、おめでとうございます。 

●伊倉 正光会員 

①横江会員のイニシェイションスピーチ、楽しみ 

にしています。 

②会員誕生日祝とご夫人誕生日祝の会員の皆様、 

     おめでとうございます。 

●藤本 恵介会員 

①今月、誕生日の皆様おめでとうございます。 

②池之上会員、奥様の誕生日祝おめでとうござい 

ます。 

③横江会員、卓話楽しみにしております。よろし 

 くお願い致します。 

 

 

 

●金沢 邦光会員 

お久し振りな気がしますが・・。忘れないでく 

 ださいね。 

●諸隈 武会員 

①本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

②横江会員、今日は私の知らない横江会員が聞け 

 ると聞いて楽しみです。 

●阿部 毅会員 

①横江会員、本日のイニシェイションスピーチ、 

横江さんらしくダイナミックにやって下さい。 

②米山奨学生の張さんようこそ！暑い時ですので 

 体調に気をつけて。 

③本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

●瀬戸 裕昭会員 

①小野会員、傘寿のお祝おめでとうございます。 

②お誕生日祝を受けられる会員の皆様、おめでと 

うございます。 

③ご夫人誕生日祝を受けられる池之上会員、おめ 

でとうございます。 

④横江会員、卓話楽しみにしています。 

●豊岡 淳会員 

①8月お祝の皆様、おめでとうございます。 

②イニシェイションスピーチの横江さん、かっ飛 

ばして下さい。 

●大井 達会員 

①小野会員、おめでとうございます。これからも 

 若手にびしびしご指導をお願いします。 

②8月誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

●大坪 征弘会員 

①小野会員、傘寿おめでとうございます。 

②本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

③横江会員、イニシェイションスピーチ楽しみに 

しています。頑張って下さい。 

●小崎 直利会員 

①小野会員、80才（傘寿）おめでとうございます。 

②横江会員、本日のイニシェイションスピーチ宜 

しくお願いします。楽しみです。 

本日のスマイル額  ３４，０００円 

今年度の累計額  １８７，４００円 



 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     傘寿の記念品をいただき、ありがとうござい 

    ます。本人はそれほどとは思っていないのです 

が、体が動かなくなってきました。元気でいる 

のは周りの環境も大きいと思います。特にロー 

タリーの例会に来ると、若い人達といろいろな 

話もできますし、大変良いことだと思います。 

 お酒はたしなむ程度ですが、今も薬は何も飲 

んでいません。今後とも宜しくお願い致します。 

（概要にて掲載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

＜理事会報告＞ 

    ①地区大会信任状 選挙人２名選出の件 

        㝡住会長・横溝幹事の２名を承認。 

    ②光明学園インターアクトにパソコン購入の件。 

        奉仕会計予備費より購入費５１，６２４円を承認。 

    ③地区より九州豪雨義援金依頼の件。 

        社会奉仕予算より 1 人千円、39,000 円を承認。 

    ④次年度 千曲川 RC との合同例会（相模川花火大 

        会）の予約について。 

          前回（2013 年度）の実施内容を参考に予定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●会員誕生日祝 

・甲斐 美利会員 ８月 ５日 

・田所  毅会員 8 月 18 日 

・池之上和哉会員 8 月 21 日 

・伊倉 正光会員 8 月 23 日 

・田後 隆二会員 8 月 26 日 

・佐々木敏尚会員 8 月 27 日 

・山崎 順子会員 8 月 29 日 

・櫻内 康裕会員 8 月 30 日 

●ご夫人誕生日祝 

・池之上和哉ご夫人 8 月 5 日 

 

ロータリーミニ情報 

＜今年度の新たなる『友』編集目標＞ 

（ロータリーの友 7月号より抜粋） 

以下の 6点を重点的に、編集変更致します。 

①表紙が変わります。今年度はイラストで飾る。 

②「New Generation」の連載を開始します。 

 ロータリーのプログラムに参加する 10～30代 

 の人に未来の夢に向かって努力している報告と 

 若者の成長を写真と共に紹介。 

③「私の一冊」の連載を開始します。 

 会員・家族を対象に、最近感動した本、人生を 

 変えたり、思い入れの深い一冊を毎月 2冊紹介。 

④「声」を開始します。 

 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの場として、『友』に関する意見、感 

想、質問を掲載し、友委員会からの回答も掲載。 

⑤クラブを訪ねて 

 候補クラブは、友地区代表委員の推薦を受け、 

 編集会議で決定します。 

⑥その他 

 



 
 

 

報告事項 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より  

①「米山月間」（10 月）卓話についてのお願い 

米山奨学生や学友と共に、地区米山委員が米山 

奨学金の制度や意義について、各クラブのご要 

望に沿って伺いたいと考えておりますので、米 

山月間の予定をご回答下さい。卓話を希望しな 

いクラブは、どうようなプログラムをお考えか、 

ご記入下さい。回答締切期限：8月 23日 

②ロータリー財団月間（11 月）卓話依頼について 

例年のように卓話依頼を受付けます。11 月以外 

の月でも結構です。財団学友を希望の場合はで 

きるだけ夜間例会にお声掛け下さい。次年度、 

地区補助金申請を予定しているクラブは、ご要 

望があれば説明に伺います。卓話を希望しない 

クラブは、どのようなプログラムを予定されて 

いるかご記入下さい。回答締切日：8月 24日 

③米山セミナー＆カウンセラー研修会ご案内 

     今年度の米山委員長、カウンセラーのご出席を

お願い致します。欠席の場合は代理者をご手配

下さい。セミナー終了後に、カウンセラーの研

修会を開催致します。 

     日時：8月 26日（土）13:30～挨拶、講演  

15:00～16:30研修会   

場所：藤沢商工会館ミナパーク６Ｆ   

回答締切日：8月 18 日 

④青少年交換（来日）学生研修会 開催のご案内 

     来日学生のため、オリエンテーションを開催し 

ます。来日学生の出席確認と当日の引率をお願 

いします。オリエンテーション後には歓迎会が 

ありますので、ご参加下さい。 

     日時：8月 26日（土）14時～オリエンテーシ 

ョン 16～17時 歓迎会  

場所：第一相澤ビル 回答締切日：8月 21日   

 

 

 ●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

               相模原商工会館３Ｆ 

       TEL 042-758-5750  FAX 042-758-1605 

 ●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」 

   〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15 

       TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000 

 ●Ｅ-mail:rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

 

２．小野 孝会員が 7 月 30 日に傘寿（80 才）を 

迎えられましたので、内規により記念品を贈呈 

 

※地区大会第２日目本会議 9月 18日（月・祝） 

の出欠表を回覧しております（移動例会にて） 

本日の例会までにご記入をお願い致します。 

（詳細は回覧を参照） 

※ロータリー財団 日本事務局より 

 今年 1月～6月末日までの個人寄付の確定申告 

用領収書をお送りします。再発行できませんの 

で、確定申告時まで大切に保管するようお願い 

致します。（各対象者にお渡し） 

 

例会プログラム 

８月２２日クラブフォーラム「クラブ管理運営 

     について」担当：豊岡委員長 

  ２９日例会取止め（定款第８条１節により） 

９月 ５日ゲスト卓話 神奈川医療少年院 

      教育調査官 立石健一郎氏 

     定例理事役員会 

 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会  菊地 啓之 副ＳＡＡ 

斉  唱  ロータリーソング「奉仕の理想」 

 ソングリーダー 横江 利夫会員 

 ゲスト  張 洵さん（米山奨学生） 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：豊岡 淳 副委員長：藤本 恵介 

 委員：老沼 秀夫、田所  毅、佐々木敏尚 

    諸隈  武、高本 昌敏、横江 利夫 

    山之内 洋、鎌田 英洋、三留 正浩 

●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 

会 員 出席（出席対象 30名） 事前メイク者 

３９名 ２６名 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(7/25) 

８名 ７６．４７％ ９０．９１％ 


