
皆さん、こんにちは。今週の土曜日16日厚木県
央ロータリークラブ主催の公開例会がございます。

新会員の川名さんを紹介して頂きました春日会長
のクラブでありますので是非とも、一人でも多くの
皆さんのご協力をお願いしたいと思います。お知り

合いの方をお誘いの上参加して頂けたら幸いであ
ります。私も約20名位声をかけておねがいいたしま
した。

[夢への挑戦]と題して特別講演をして頂く山下
泰裕先生は、ロサンゼルスオリンピック金メダリスト・
現東海大学副学長・日本オリンピック委員会理事

そして2015年には、国際柔道連盟理事に就任また
公式戦203連勝を達成し1985年に現役を引退する。
国民栄誉賞そして紫綬褒章、ロシア連邦より友好

勲章を受けています。
PHP昨年8月号特集[こころ穏やかな生き方]に~

強さと穏やかさを併せ持つ日本を代表する柔道家

山下泰裕さんが心掛けている考え方]について語っ
ています。

[順風の時こそ感謝できる人になる]という事そし
て、[受け止め方で人生が大きく変わる]と言う事が
山下氏の柔道を通して学んだ事では無いでしょう

か。私達もロータリーアンとして、企業経営者として、
人生の先輩として改めて、こころにとどめておきた
いものです。

お祝いの方々

親睦活動委員会 長谷川 清 委員長

会員誕生日 鈴木 洋子 君 4月20日
結婚記念日 古郡 清 君 4月18日

入会記念日 番 桂柳 君 4月18日
原嶋 賢一郎 君 4月20日

「私の履歴書」

藤塚 勝明 会員

“私の履歴書”で卓話がプ
ログラムに組まれていまして、

ご披露するような立派な経
歴もないので何回かお断りし
たのですが、変更の予定は

ないと突っぱねられまして、渋々
ではありますが本日に至りま
した。元よりフリートークは苦手でして、特にロングトー

クは全く駄目なので原稿を作り、読み上げるように
なるかもしれませんし、また、このような種類のお話
は決しておもしろくないだろうことご承知置きくだ

さい。
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【 本日のプログラム 】 4月21日 卓話 「食育ラボ 食の安全・安心教員」 NPO法人湘南食育ラボ 鈴木由佳様
【 次回予告 】 4月23日 家族移動例会 「江戸の艶舞台」 親睦活動委員会

【 第1806例会 】 平成28年4月14日（木） 【 司会SAA 】 北砂 明彦 君
【 斉唱 】 「奉仕の理想」 【 ソングリーダー 】 中村 友彦 君
【 ビジター 】 大矢 成行 様（座間RC）

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 8名(敬称略)

43名 31名 79.49% 73.17% 11名 原嶋、橋本（吉）、池澤、岸、北島、中島、富澤、梅野

1811号

会長の時間 橋本 日吉 会長 委 員 会 報 告

卓 話



生まれは新潟県の小千谷市という比較的冬は
雪の多いところに生まれました。子供心に春の訪れ
を待ちわびた純真な頃の記憶今でもが蘇えること

があります。
親の一方的な理由により大和市へ引っ越してき

ました。１５才の頃ですからすでに５７年ほど前になり
ますか、いまはどうか解りませんが、当時は農業が
中心の町だったように思います。

我が家は農業で生計を立てている訳では無かっ
たのですが、畑のみでしたが４～５ｹ所位に分かれて
かなりの面積で畑がありまして、いろんな作物を作っ

ており、小学生の頃から私は貴重な労働力として手
伝いをさせられました。車もなく耕作機械もない時
代ですべて人力での作業です。お陰で色黒な姿に

変身してしまったのではと今では思っております。
ちなみに３～４年ほど前でしょうか帰郷した折りに、
どんなになっているか見たくなって訪れてみたので

すが、高速道路が出来たり畑地が田んぼ変わって
いたり、耕作放棄されていたり、更に魚釣りをした川
はコンクリートの護岸に変わっていたり、昔の面影は

全く無くなってしまっておりまして、ちょっと寂しい気
持ちが湧いて来たのを思い出します。故郷から私が

離れた頃、番先生も小千谷市の病院へお勤めだっ
たようで、当時の思い出をお聞きしたことがありま
す。

生年月日は昭和１９年４月１１日の申年生まれ、今
年は干支が申年で人生５回目の干支ということで
７２才となり高齢者のと呼ばれております。兄弟は、

私が長男で妹が二人おります。
地元の小学校を卒業後隣接していた中学校に

入学。３年になった夏休みに父親が事業展開してい

た、と言っても個人経営の建築屋なんですが、大和
へ引っ越すこととなり、大和市の中学校へ転校させ
られました。馴染み深い友人・知人と別れるという

のは、それなりの寂しさが在ったように思います。大
和中学校へは３年生で編入したのですが、まず人数

の多さにビックリ。確か１３か１５クラスあったかと思い
ます。

その時に同じクラスで出会ったのが昨年他界さ

れました中西さんでした。ほとんど口をきいてもらっ
た記憶は無いのですが、私のような山猿と違いまし
て彼はカッコ良かったですね。その彼から思いがけ

ない言葉を聞いた記憶があります。
当時、授業が終わると教室の掃除をして帰るの

が習慣だったと思います。きれいな水に満たされた

バケツが在ったので雑巾を洗っていたところ、テメー
バカヤローと烈火のごとく怒られて、たぶん中西さ
んの準備された物を勝手に使った事への避難の言

葉だったのでしょうが、初めて聞く言葉だったのと、

田舎ではそんなキタナイ言葉は無かったものですか
ら、ショックを受けてヒドク落ち込んだ記憶が残って
います。

彼とはその後は交流のないままだったのですが
私が大和中ＲＣに入会させて頂いたときに出会って、

ビックリしたのを覚えています。バケツの水の話は
言いませんでした。
大和中学校には２学期と３学期しか在籍しなかっ

たわけですが、担任の勧めるまま希望ヶ丘高校と
いう所へ進学しました。その頃はなぜか神高と呼ん
でましたが入試落ちたら家業を継ぐのだぞ、との暗

黙の了解がありまして、ひよっとすると中卒で学歴
は終わっていた思います。
高校では最初に物理部に入部し、思っていた内

容と違うのですぐに退部・次にブラスバンド部に渡
り歩きまして、オタマジャクシが読めないのでこれも
退部し、最後は山岳部に入り丹沢などを主な活動

場所としてトレーニングを重ねました。標高の高い山
はきついのと危険なので個人的には遠ざかってお
りました。

また、有数の進学校でしたから、回りは大学へ進
学する者ばかりという環境の中、就職クラスが女

性徒を中心に１クラスありまして、そのクラスに私は
入っておりました。家業を継ぐことが了解としてはあ
りましたから、いわゆる受験勉強からは全く遠ざかっ

てたと思います。卒業間際になって家業を継ぐこと
に疑問を持つようになりまして、何とか抜け出そう、
他の可能性は無いものかという思いが湧いて参り

まして、大学の夜間部を探して何とか潜り込み、４年
間チャンスをねらって努力したつもりでしたが、結果
としては途中で挫折、その頃ちょうど我が家も個人

経営から法人組織に変更することにつきまして、私
を代表として登録してしまったものですから逃げら
れなくなり、観念して家業を継ぎ現在に至ります。５

０年間以上が過ぎました。
主に住宅の建築を生業としておりますが、この５

０年間に施工法は随分と変わりました。基礎工事は
無筋コンクリートから鉄筋コンクリートに成りましたし、
その前に地盤調査もやらされます。地耐力を調べま

す。
日本古来の伝統工法と言われる木造軸組工法

で営業させて頂いておりますが、現在は自社で木材

を加工することは全く無くなり、プレカット加工が主
流となっておりまして、これはコンピューター制御さ
れたプレカット専門工場で加工をして、現場へ搬入

するという工程になっておりますし、組み立てもクレー
ン車を使いますから随分と省力化されたと言えるか
と思います。現場職人の使う工具についてもほとん

ど電動化され、更に言えばマイナーな指向ですが少
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人数でも営業していける状態になったとも言えるか
も知れません。

住宅の耐震性についても、大地震の起きる度に

耐震基準が非常に厳しくなりましたし、重要視され
るようにもなって、様々な分野でかってとは比較出

来ないほどになっております。瑕疵担保保険の実
施に伴い配筋検査・構造検査と共に、行政の検査
も含めると４回ほどの現場審査が実施されるに至り

ました。
こんな環境の中体力の衰えもありまして、７０才を

契機に息子たちへ経営を移しましたので、精神的に

は少し楽を出来るかなと感じるこの頃でありますが
零細企業故に全面的に退職とは行きそうもありま
せん。

ロータリーへは４２才の時だったと記憶してますが、
古郡さんとすでに退会された土屋さんのご紹介で
入会させて頂きました。今年７２才になりますから３０

年ほど在籍させて頂いていることとなります。
入会当時はクラブの雰囲気が私の思っていたの

と違い、とてもレベルが高く息苦しい印象を受け、１

年とは続かないだろうと思っていましたし、毎週昼
の時間をロータリーに時間をとられるのもかなり苦

痛に感じてました。
何とか３年は頑張ろうとは決めていたのですが、

その頃から親しく声かけして頂ける先輩会員がおら

れて、居心地の良さを感じるようになり、いつの間
にか時が過ぎてしまったかなとの思いがしておりま
す。

先輩より例会出席についてはうるさく指導された
記憶があり、欠席はクラブからの退会につながる位
の認識でズットおりましたから、１～２年前まで皆出

席を続けていたのですが、出席率への緩和や概念

の変化からか、はたまた私個人の意識の変化のせ
いか、休む事に少し慣れてしまいましたし、メークアッ
プもしなくなってしまいました。クラブ全体でも出席

率は低迷してるようですし、このことは自分のこと
を棚に上げればチョット寂しいことかなと感じている

次第です。
そしてロータリーの３０年間にはいろんな経験もさ

せて頂きました。思い起こしますと、初代事務局さん

の交代に伴う出来事がありまして、クラブ幹事の時
でしたから、年度開始に間に合うよう新事務局の
選任、新事務所の確保、そして引っ越し、事務機器

の購入などに走り回った記憶がございます。クラブ
事務所の引っ越しはもう一回会長の時に経験しま
したし、更に地区幹事の時には地区事務所の引っ

越しまで経験しました。
いずれの事柄も一人ではとても出来ませんので、

その時々にはいろんな方々にご協力を戴きまして

感謝の気持ちでおります。
いろんな経験と知り合いが増えるほどに、心が豊

かになってくるのではと、最近少し思える心境にも

なっております。私自身はロータリーで得た経験を
大切にしていければと思っていますし、これからも楽

しんで参りたいと思いますのでよろしくお願い致し
ます。
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大矢 成行 様（座間RC）
皆さんこんにちは。本日も宜しくお願いします。藤塚

さんの卓話楽しみにしています。
橋本日吉 会長、辻彰彦 幹事
座間RCの大矢地区協実行委員長ようこそ。あと3

日のカウントダウンになりました。ダブルホストで成功
をさせましょう。
上田 利久 君、髙橋 政勝 君、伊藤 英夫 君
勝ちゃん楽しい卓話、それとも酒のお話ですか。宜し

くお願い致します。
高橋 清 君
藤塚 勝明会員の私の履歴書、拝聴楽しみにしてお

ります。
古郡 清 君
本日の卓話楽しみにしております。

石川 健次 君
本日、所用のため早退します。藤塚さんの卓話が聞

けず非常に残念です。4/17（日）の地区研修協議会ご
協力宜しくお願いします。
番 桂柳 君
入会記念日のこと、もう入会して30年近く成ると

思いますが、ロータリーに対しては何もしておりません。
ロータリークラブが唯一の世間への窓口ですので、も
う少しお仲間に入れておいてください。
梅田 秀雄 君
藤塚さん、本日の卓話楽しみにしております。プレッ

シャーかけないでと言われてましたが、かけていません。
川名 惠美子 君
今日も1日、皆様が幸せであります様に。

引田 俊一 君
誕生日、入会、創業記念祝いありがとうございまし

た。5/9大和駅前に、分院を出します。宜しくお願い致
します。

スマイルボックス 神作 彰 副委員長 本日 \15,000 累計 \593，０5０
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国際ロータリー第2780地区 2016年地区研修・協議会

開催日 2016年4月17日（日） 会場 相模女子大学キャンパス

ホスト 座間ロータリークラブ、大和中ロータリークラブ

全体会議

天候悪化のため15分遅れの開始となりました

部門協議会風景

全体会議Ⅱ

表彰式

2014～15年度

財団年次寄付、

END POLIO NOW等

クラブの表彰

懇親会

手に手つないで


