
髙橋政勝副会長

ご挨拶

①会長幹事会報告

・次年度地区研修協議会ホストクラブ座間クラブ、

コ.ホスト大和中クラブ決定。大和、大和田園はサ

ポートとして協力する。

・ロータリーカードの加入依頼あり。

・財団、米山寄付状況について、５月末締切、６月早々

に送金依頼。

②次週23日24日は、一泊家族移動例会です。

③定例理事会報告

・夜間例会決算承認

・3月度予算執行状況承認。会費未納１名、幹事と

橋本日吉会員で後日訪問予定。スマイルの予算

に対しての進捗状況芳しくない。

・次年度クラブ委員会構成表の発表と承認依頼あ

り、松崎会員より会場監督（SAA）増員依頼あり、

北砂会員がSAAとして増員。 会員増強関

連の担当の表記について改めて検討。

・渡辺ガバナーのクラブ訪問、基本的にはお断りす

る予定。

荒井 純寿 会員

昨年10月に、髙橋 政勝

様のご推薦により大和中ＲＣ

に入会させて頂きました八千

代銀行大和支店の荒井でご

ざいます。本日はイニシエー

ションスピーチということで、

貴重なお時間を頂きまして、誠にありがとうござい

ます。また、平素より八千代銀行をご愛顧賜り、あり

がとうございます。この場をお借りいたしまして改

めて厚く御礼申し上げます。

それでは、私の自己紹介より始めさせて頂きます。
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【 本日のプログラム 】 4月23、24日 一泊家族例会 「春の花踊り箱根温泉の旅」
【 次回予告 】 5月7日 卓話 「米海軍厚木航空施設の概要と米軍の社会貢献」 ジョン・Ｆ・ブッシ―大佐

【 第1760例会 】 平成27年4月16日（木） 【 司会SAA 】 中島 康次郎 君
【 斉唱 】 「奉仕の理想」 【 ソングリーダー 】 池澤 利男 君

【ゲスト】 慶應義塾大学 理工学部管理工学科 教授 工学博士 枇々木 規雄 様

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 7名(敬称略)

44名 31名 81.58% 84.21% 11名 原嶋、石川（達）、板垣、小松、苗加、梅野、山崎

会長の時間 髙橋 政勝 副会長

1765号

幹事報告 小栁 智裕 幹事

イニシエーションスピーチ



私は昭和34年7月7日の七夕に、東京の武蔵野市

に荒井家の長男として生まれました。伊勢湾台風が

本州を襲った年で、両親が生まれたばかりの私を

背負い、徹夜で窓を押さえてしのいだと聞いており

ます。また、私の同学年生まれとして皇太子殿下が

いらっしゃいます。殿下は2月の早生まれですので、

生まれた年は昭和35年でいらっしゃいますが、同学

年として大変誇りに思っております。私の名前の純

寿という由来は、母方の曽祖父夫婦の名前から1

文字ずつとって名付けたと聞いております。自分の

名前につきましては、読みが難しく、「すみとし」と読

んで頂けることが少なかったので、子どもの頃はこ

の名前が正直なところ嫌いでした。ただ、大人にな

るにつれ、寿という字の重みを感じるようになり、今

では名付けてくれた両親に感謝しているところです。

ネットで調べたところ、「純寿」という名前は、東京

では私1人、全国で14人いるようです。ただ、全員

の方が「すみひさ」という呼び方のようですので、

自分は日本に1人しかいない名前なんだと前向きに

考える昨今でございます。

さて、私の家族の話に戻りますが、私の家は祖父

の時代まで吉祥寺で桐下駄の製造販売を行う、い

わゆる「下駄屋」を営んでおりました。最盛期には下

駄職人を3人使い、町内有数の規模であったと聞

いておりますが、戦後、下駄の需要はなくなり商売

は廃業、父は跡を継がずに公務員として武蔵野市

役所に勤務しました。私と弟、妹の3人の子どもを

育て上げてくれた両親には本当に感謝しております。

私は、多少身長がありましたので、中学・高校時代

はバスケットボール部に所属、特に高校時代は小平

高校という名もない都立高校でしたが、インターハ

イ東京都予選でベスト16まで進んだ記憶がありま

す。その後、日本大学に進み、昭和58年に八千代

銀行の前身である八千代信用金庫に就職いたしま

した。32年間、ほぼ営業一筋でまいりまして、有難い

ことに平成17年4月に４５歳で東京東村山の久米

川支店の支店長を拝命し、相模原、海老名を回り、

昨年10月の移動で大和支店に転任してまいりまし

た。当大和支店で4店舗目の支店長を務めさせて

頂いております。私の生活信条、モットーは「気力、

気配り、笑顔」、座右の銘は昭和の詩人後藤静香

の第一歩という詩の中にある「目標がその日その

日を支配する」という言葉です。

また、現在の私の家族ですが、職場結婚の妻と、

社会人1年生の長男、大学生の双子の娘、そして8

3歳の母親の6人家族です。祖父と父が築いた吉

祥寺の家を守りながら、平穏な暮らしをしています。

先般2月の妻の誕生日に、クラブよりお花を贈って

頂きまして、妻が大変喜んでおりました事をご報告

させて頂きます。

ここで、私の趣味について、少しだけお話させて

頂きます。30歳台までは仕事と子育ての手伝いに

追われ、趣味は月1程度のゴルフだけでした。しかし

40代になり、休日を使った国内旅行に目覚め、47

都道府県の主要都市を巡る旅に出かけるようにな

り、現在までに45都道府県を制覇し、残りは和歌山

県と大分県を残すのみとなりました。各地の県庁所

在地を訪ね、郷土料理と、地元のお酒をいただくの

が何よりの楽しみでございます。

スポーツは、40代の頃ジョギングにはまり、青梅マ

ラソンを始めとしたレースに20回以上参加し、記録

証集めに燃えておりました。５０歳になってからは、マ

ラソン体型が維持できなくなり、5年程前からは社

交ダンスを習っております。更に、おととしの秋に右

膝を痛めて半月板の手術を受けたこともありまして、

軽運動中心の健康管理になっています。

今般大和中ＲＣに入会させて頂きました事を機に、

今後もクラブでの活動の中で、自分という人間をよ

り少しでも磨き上げることが出来れば幸いと思って

おります。どうか、ご指導ご鞭撻のほど、宜しくお

願い致します。つたないスピーチでございましたが、

最後までご清聴頂き、ありがとうございました。

お祝いの方々

親睦活動委員会 藤田 方巳 副委員長

会員誕生日 鈴木 洋子 君 4月20日

配偶者誕生日 北島 光代 夫人 4月21日

結婚記念日 古郡 清 君 4月18日

横澤 創 君 4月29日

長谷川 清 君 4月29日

創業記念日 梅野 房子 君 4月29日

板垣 克浩 君 5月1日

入会記念日 番 桂柳 君 4月18日

原嶋 賢一郎 君 4月20日

池澤 利男 君 5月1日

「お金を科学する～金融工学とは～」
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委 員 会 報 告

卓 話



慶応義塾大学 理工学部管理工学科

教授 工学博士 枇々木 規雄 様
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山崎 賢二 会長、小栁 智裕 幹事

本日の卓話を頂きます、慶応大学理工学部管理工
学科教授、工学博士枇々木規雄様、ようそいらっしゃ
いました。「お金を科学する～金融工学とは～」をテー
マにお話を頂けるとのこと、楽しみにしております。ど
うぞ宜しくお願い致します。
橋本 日吉 君

本日例会終了後、第２回次年度理事会及び委員長
会議を開催いたしますので、関係者はご出席お願いし
ます。また4/19（日）地区協議会が横須賀県立保健
福祉大学にて開催されます。関係者の方宜しくお願い
申し上げます。
池澤 利男 君

入会記念日をありがとうございます。
長谷川 清 君

結婚記念日のお祝いをありがとうございます。37
年経ちましたが、当時は天皇誕生日で祝日だったので
休みが取りやすかっただけの話なんですが…。
阿萬 正巳 君

枇々木さん、本日は遠路はるばるありがとうござい
ます。卓話楽しみにしております。
番 桂柳 君、上田 利久 君

枇々木先生、本日はお忙しい所ありがとうございま

す。大変興味のあるテーマですが、短い時間での卓話
恐縮です。私たち田舎のロータリアンにも刺激を与えて
下さりありがとうございます。感謝！
番 桂柳 君

入会記念を祝って下さり、御礼申します。
荒井 純寿 君

本日は、イニシエーションスピーチの時間を頂き、あり
がとうございます。緊張しております。宜しくお願いし
ます。
古郡 清 君

結婚記念日のお祝いありがとうございます。あの
頃は二人とも元気で若かった…。今では…。
髙橋 政勝 君

①先日の後藤さんの壮行会には大勢のご参加ありが
とうございました。

②今日は山崎会長代理です。宜しくお願いします。
青柳 文四郎 君

髙橋さん、十数年振りの会長の席、楽しんで下さい。。
後藤 定毅 君

先日の会合では多くの皆様に励ましを戴き、ありが
とうございました。この篤い友情に応えて来週元気に
行って来ます。ありがとうございました。

スマイルボックス 青柳 文四郎 委員長 本日 \47,000 累計 \618,900


