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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 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

〇家族構成 

父：河野 茂孝 77 歳 高知県出身 
母：河野貴美子 68 歳 熊本県出身 
長男：河野 崇 43 歳 
次男：河野裕輔 41 歳 
長女：河野花子 35 歳 

    〇幼少期 

・東京都世田谷区祖師谷にて生まれる。 
・母は看護師、父は中小企業のサラリーマン。 
・共働きの為、保育園後は兄弟共々、近所の方に 

迎えに来て頂き、夜遅い時間に預かり先に迎え 
に来てもらっていた。 

・小学校 1 年生まで東京で生活。学校ではカギッ 
子で放課後は学童保育。登校時は両親を見送り、

自分で戸締りしてからの登校でした。 
  

 
 

    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ＰＰ資料より掲載） 

河野 崇 

〇相模原市へ引っ越し 

・両親が子供に見送られ、仕事に行くのが辛く、 
1981 年、私が小学 2 年生の新学期に合わせて 
相模原市に引っ越しを決意。 

・相模原市立若草小学校へ転校。 
・公務員である母の稼ぎの方が良かった為、父 
は会社を退社し、自宅のプレハブで内職を始 
める。河野製作所を始まるきっかけとなった。 

・父が自宅で内職をしながら、食事や洗濯など 
 を行い、主婦的な役割をこなしていました。 
○少年野球を始める 

・小学 2 年生の時、近所に住んでいた同級生に 
 誘われ、少年野球を始める。 
・振り返ると、身長も高い方で、少年野球時代 
 が最も活躍していた。 
 

会 長 早川 正彦  幹 事 佐々木 敏尚 

 



 
 

・この頃は野球も人気があり、相模原市だけで 200 
チームを超えていました。現在は毎年、チーム 
が合併や無くなったりで、現在は 80 チーム程 
しかなくなっています。 

○中学校時代 

・若草中学校に入学、部活は野球部。 

・3 年間、野球に励んでいたが、何となく過ごし 

て時が過ぎた感じでした。相武台高校で野球を 

やるために受験勉強だけは頑張っていました。 

○高校時代① 

・県立相武台高校に入学 

・当時、学区内では野球が強く、常に県立高校で 

 は強豪と言われていました。 

・毎日、野球に励む日々 

・2 年生からサードでレギュラー獲得 

・その年は、夏大会にてベスト８ 

・この年、相模原市から高卒で 2名の選手がドラ 

フト上位で指名されました。 

○高校時代② 

・黄金期の横江世代！！ 

・相武台高校から広島カーブへ菊地原選手、東海 

 大相模から近鉄に吉田選手 

・この時、県立相武台高校にテレビ局も来ていて、 

 校内は大騒ぎ！ 

・当時、日大三高とも練習試合をしていたので、 

 横江さんともグランドで一緒だったかもしれ

ませんね・・。横江さん、日大三高の甲子園出

場おめでとうございます。 

    ・ちなみに自分自身が 3年の時は、ベスト 16ま 

     ではいき、頑張りました。 

○社会人２０代① 

・高校卒業後、住友電工横浜製作所へ入社 
・３か月間の強制寮生活。そこで規律を学ぶ。 
今では考えられない教育も・・。 

・住友電工での同期打ち 
・寮生活での厳しい規律指導。 
○社会人２０代② 

・21 歳：結婚 
・22 歳：長男誕生（現在 21 歳） 
・22 歳：住友電工退社 
・家業と継ぐにあたり、製造業を学ぶためにアス 
 カ工業㈱で 4 年間勤める。 
 

 
 

・26 歳：河野製作所へ 
・父の茂孝（現在 60 歳）が子供達のために銀行 
 から借り入れと、公務員である母の退職金前借 
 で、自宅兼工場を南区麻溝台に購入。 
○社会人③ 激動の３０歳代 

・30 歳：突然の妻の死去と、座間新工場への移 
 転が重なる 
・私が現在、コーチをしている少年野球チームに 
 息子を入部させる 
・この時から実家にお世話になることになり、仕 
 事をしながら以前住んでいた地域の登校班への 
 送りや、息子が低学年の時までは学童保育への 
 お迎えを続けながらの生活でした。 
・その後、数年が経ち、仕事が多少軌道に乗り出 
 したのを機に、息子が 6 年生の時に少年野球の 
 コーチをすることになる。 
・相模原中ＲＣの先輩方との出会い。 
  
 
 

本日 8月 7日は「花の日」 

「鼻の日」だそうです。これ 

は語呂に因んで、記念日に制 

定され、本日は「月遅れ七夕」 

でもあります。本来、七夕は 

旧暦 7月 7日の行事で、新暦 

に変わった後もそのまま 7月 

7日に行われている地域が多 

く増えましたが、北日本や九州など 8月 7日に七 

夕の行事をする「月遅れ七夕」の地域もあります。 

例えば、仙台の七夕（8/6～8）、橋本の七夕（8月 

第一金、土、日）などがあります。 

ここで七夕は「たなばた」あるいは「しちせき」 

と読みますが、元々、禊ぎ（みそぎ）の行事「棚 

機（たなばた）」という織機で、神に捧げる着物 

（御衣）を乙女（おとめ）が織りました。この行 

事はお盆を迎える準備として 7月 7日夜に行われ、 

現在、七夕という二文字で「たなばた」と読んで 

いるのは、ここから来ていると言われております。 

 また先週末には相模原西 RCが「東林間サマー 

わぁ！ニバル」、橋本 RCが「橋本七夕祭り」で 

エンドポリオの募金活動を行いました。 

 



 

     

私は日曜に橋本 RC のブースへ募金に伺いまし

た。メイクにもなり、行かれた方も多かったので

はないでしょうか。七夕祭りは大変な賑わいで、

橋本 RC のガンバリもあり、募金額は前年より多

く集まったそうです。 

そして先日の７月 21 日に相模原市少年野球ジ

ュニア大会決勝戦と閉会式があり、3 連覇を狙う

「ひのきビートルズ」と、4 年前の覇者「相武台

レッドジャガーズ」が勝ち上がり、14対 3の結果

を持ち、「相武台レッドジャガーズ」の優勝でし

た。この両チームが「関東学童軟式野球秋季神奈

川県大会」に出場することになり、優秀な成績を

収める事に期待します。当日、グラウンドはとて

も暑く体感温度で 40 度を超える程の厳しい条件

で大変白熱した戦いで、普段より鍛え上げられた

素晴らしい試合でした。閉会の来賓祝辞は佐々木

幹事が行いました。  （一部は次週号に掲載） 

 

 

 

●早川会長、佐々木幹事 

①本日、会員誕生日祝の皆様おめでとうございます。 

    ②ｲﾆｼｪｲｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁの河野会員、宜しくお願いします。 

      ③誕生日祝を戴きまして、有難うございました！ 

     45才になります。（佐々木幹事より） 

●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河野さん、ｲﾆｼｪｲｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ楽しみです。 

    ●田所 毅会員 

誕生日祝ありがとうございます。72 才になります。 

これからは健康管理になるでしょう！特にお酒？  

●櫻内 康裕会員 

①誕生日祝、ありがとうございます。 

②ｲﾆｼｪｲｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁの河野会員、宜しくお願いします。 

    ●池之上 和哉会員 

    ①誕生日祝を戴き、ありがとうございます。50才 

     になります・・。 

②河野さん、ｲﾆｼｪｲｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ楽しみです。 

●阿部 毅会員 

①甲子園も始まり、タイミングを合わせたような 

河野会員の卓話、楽しみです！ 

②本日、誕生日祝の皆様おめでとうございます。 

 

 

 

●伊倉 正光会員 

①河野会員のｲﾆｼｪｲｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ楽しみにしています。 

②誕生日祝、ありがとうございます。 

●諸隈 武会員 

①今月の誕生日の皆様、おめでとうございます。 

②河野会員、本日はよろしくお願いします。 

●㝡住 悦子会員 

①今月お誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

②河野さん、ｲﾆｼｪｲｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ楽しみにしています。 

●金沢 邦光会員 

本日は立秋です！涼しいですね。もう暑くなら 

ないでほしい。 

●藤原 利夫会員     

①ｲﾆｼｪｲｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁの河野会員、宜しくお願いします。 

②会員誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

●豊岡 淳会員 

①8月誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

②河野さん、ｲﾆｼｪｲｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ楽しみです。 

③先日、人間ドックで十二指腸潰瘍になりました。 

メンタル弱いので、いたわってください。 

●小野 孝会員 

①会員誕生日祝の皆さん、おめでとうございます。 

②ｲﾆｼｪｲｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁの河野さん、楽しみにしています。 

●瀬戸 裕昭会員 

①誕生日お祝の会員皆様、おめでとうございます。 

②ｲﾆｼｪｲｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁの河野会員、ご苦労様です。 

 楽しみにしています。 

●老沼 秀夫会員 

 誕生日祝の皆さん、おめでとうございます。 

 これからも頑張って下さい。 

●竹田 繁会員 

①誕生日の会員皆様、おめでとうございます。 

②河野会員、自己紹介宜しくお願い致します。 

●大塚 正浩会員 

①会員誕生日お祝の皆様おめでとうございます。 

②河野さん、ｲﾆｼｪｲｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ楽しみです。宜しく 

お願い致します。 

 

＜委員会報告＞ 

〇会員増強委員会－アンケートのご依頼 

〇親睦活動委員会－新会員歓迎会のご案内 

〇ゴルフ同好会－東ＲＣとの合同ゴルフコンペ 

 



 
 

 

報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①「地区指導者育成セミナー」のご案内 

 地区大会第１日目会長幹事会終了後に開催し、

今年度の出席対象は会長・幹事のみとなります。 

     日時：10月 13日（土）14:30～セミナー 17:30 

～晩餐会 場所：鎌倉パークホテル 

     会費：1人 12,000円（晩餐会を含）8/31締切 

  

＜理事会報告＞ 

①地区補助金に対するクラブ拠出金の依頼。  

社会奉仕予算より６６，０００円の拠出金を承認。 

②千曲川 RC との合同例会（花火大会）の件 

        １８：００～例会、懇親会 １９：００～花火開始 

        「割烹 三代」にて。 会費 1 人５，０００円。 

バス配車：相模原駅前１６：３０→市民会館へ 

③西日本豪雨災害義援金（目安：１人千円）の件。 

        社会奉仕予算より３７名、計３７，０００円を支出。 

④例会昼食（お弁当）、別業者へ発注の件。 

 月１回程度で依頼。尚、コーヒーと当日お弁当不 

       足分は相模食品に依頼。９月より予定。 

⑤シューズプロジェクト質問状の件 

       １）マカティ・ボブラシオン RC からのシューズ寄贈 

  継続の依頼は特にはない。 

２）当事業は今年度は有志で実施予定。次年度以 

降は会長エレクト及び次年度理事会にて検討。 

寄贈先をタイ米山学友会などにも打診。 

３）担当委員会は理事会にて決定していないが、 

  これまで慣例的に国際奉仕委員会が担当。 

４）寄贈の受入れ期限は、協力団体の光明学園や 

  市内小中学校 PTA との打合せにより検討。 

５）マカティボブラシオン RC への寄贈関係書類は 

ないが、都度、感謝状や写真、ロータリーの友に 

  などにも投稿。関税などの収支記録も保管。 

 

●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 

 

 

 

●Ｅ-mail:rotary@tbg.t-com.ne.jp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・甲斐 美利会員 ８月 ５日 ・伊倉 正光会員 ８月２３日 

・中村 勝彦会員 ８月１５日 ・田後 隆二会員 ８月２６日 

・田所  毅会員 ８月１８日 ・佐々木敏尚会員 ８月２７日 

・池之上和哉会員 ８月２１日 ・櫻内 康裕会員 8 月 30 日 

 

 

 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「けやきの間」 

司  会  諸隈 武 副ＳＡＡ 

斉  唱  「国歌君が代」 

ロータリーソング「四つのテスト」 

ソングリーダー 中村 勝彦会員 

例会プログラム 

８月２１日「ガバナー公式訪問３週間前」 

      担当：清水ガバナー補佐、会長  

出席報告 

 

 

 

 

 

 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：伊倉 正光 副委員長：小崎 直利 

 委員：川合 貞義、田所  毅、櫻内 康裕 

    田後 隆二、中山 徹男、高本 昌敏 

    横江 利夫、山之内 洋、河野  崇 

中村 勝彦 

●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 

会 員 出席（出席対象 29名） 事前メイク者 
３７名 ２９名 ０名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(7/17) 
５名 ８５．２９％ ９１．６７％ 


