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【 本日のプログラム 】 6月6日 卓話 「東北地震の報告」 椋 茂廣 様 (元会員)
【 次回予告 】 6月13日 第7回クラブ協議会 「年度終了にあたり」 会長・幹事
【 第1669例会 】 平成25年5月30日（木） 夜間移動例会 北京飯店
【 司会SAA 】 高橋 清 君 【 斉唱 】 「我らの生業」
【 ソングリーダー 】 北砂 明彦 君

本日は、池澤利男君によるイニシエーションスピー
チです。入会間もない時期のスピーチで少しかわい
そうな気もしますが、これもチャンスだと思って挑戦
してください。皆さん、楽しみにしております。
さて、本年度のターゲット「週一度 みんなに会え
る 楽しみ」を具現化するテーマの一つとして「例会
の充実」を掲げました。昨年７月から本日に至るま
での例会について、プログラム委員会に編集をして
いただきました。会員の皆様から、評価のコメントを
頂き、６月１３日のクラブ協議会「年度終了に当たり」
におきまして、次年度に向けて改善すべき事、継続
すべき事等のご議論を頂き、大和中ロータリークラ
ブのステップアップにつなげてまいりたいと思いま
す。プログラム委員会の皆様、担当副会長の松崎
様、宜しくお願いします。

職業分類では、葬儀貸し式場経営でございます。
この葬儀関係の仕事についてから約23年になりま
す。
神奈川県担当になってからは20年弱になります。
今は、横浜市泉区に在る営業所と大和式礼を統
括しております。勿論、葬儀式場だけでは無く、いざ
という時のお迎えからお墓のご案内など様々なお
手配、お手伝い、葬儀全版に渡り承っております。
さて、当社のボリシーと言いますと、葬儀は地場
産業という事で、地域の方々に 少しでも、お役に
立てるように、少しでも大和式礼を知って頂ける様
にを心がけております。
職業奉仕としても顧客満足の実践。 葬儀に関
わりませんが、 お客様の気持ちを察するのは、本
当に難しく、10人10色と言いますが、まさにそれぞ
れで日々勉強をさせられております。
最近というかココ十年以上経ちますが、様々な
機会でエンディングノートとか、Xデーとか呼び方は
いろいろですが、弊社では現在は内覧会や企業様

①6月のRレートは100円です。
②出席義務規定の免除を申請される会員は、5月
31日までに幹事宛てにお申込みください。

や場所をお借りしての説明会で「繋がり」をお配り
しております。機会がございましたら、お時間を頂け

修正
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阿萬、原嶋、引田、小栁、竹内、梅野

ればと存じます。他に、興味深い、いろんな場面の
お話をしたいところですが、またの機会という事で

高校卒業後は、車の整備会社に入社し色々な
車に触れること、又色々な車を運転出来たことが

今日は割愛させて頂きます。

本当に楽しかったのですが一身上の都合で退社し、
平成５年の１月に家業である今年で設立４５年にな
ります。
株式会社 昭和環衛公社に入社しました。当初

池澤 利男 君

は、一現場作業員として働いていましたが、私が２８
歳の時に父親が亡くなり、代表取締役の職につき

皆さん今晩は今回イ
ニシェーションの機会を
頂き誠にありがとう ご
ざいます。
４月２５日に石川さん、
梅 田さん の 又青 年 会
議所の 先輩方の 御紹
介で入会させて頂きま
した池澤利男と申します。どうぞ宜しくお願い致し
ます。
私は父は喜一、母はチエの二男として昭和４７年
２月１３日生まれの４１歳、兄弟は兄、妹となっており
ます。生まれも育ちも大和で草柳小学校、光丘中
学校、武相高校と進学しました。恥ずかしながら学
業があまり不得意といいますか苦手な部分があり、
又クラブ活動に専念するといった事をしない学生
生活で何をやっていたかと申しますと、理由は分か
らないのですが、働くのが好きで小学生時代から
家業の手伝いをし、中学校、高校と何かしらのバイ

現在に至っております。
会社の業種ですが下水道や道路側溝、ピット等
の清掃及び一般廃棄物収集運搬、産業廃棄物収
集運搬そして大和市の一部地域ですが可燃ゴミ
の戸別収集を営んでおります。今の大変厳しい御
時世の中ですが、本当に様々な方々から本当に
色々な御好意をうけ会社を継続させて頂いている
事に心より感謝しております。
会社を継いでからは、そこそこに忙しい日々が
続く中での趣味ですが、もう既に御存じの方もい
らっしゃると思いますが、そんなに上手くはありませ
んがゴルフをやっております。私自身昼間ゴルフク
ラブを握った以上に夜のビールジョッキを握るのが
大好きな為スコアに反映されていないんだなと思っ
ております。その他には、水上バイク、ドライブ、ボク
シングジム、スノーボードなどの趣味をやっておりま
す。
そういった生活をする中、知人の紹介で青年会
議所に入会させていただき、そこで色々な事を学

トをしておりました。
小学校時代の家業の手伝いで今となっては思
い出話ですが、当時小学４年生だったと思います
が、真冬の飯山温泉の方で極寒の寒い中徹夜で
の仕事に行かされて一睡もせず、そのまま小学校

び知り、経験しそして沢山の方と知り合えた事は、
本当に感謝しております。
その青年会議所を去年卒業し先輩の紹介で今
回大和中ロータリークラブに入会させていただきま

に行き結果高熱の風邪をひき、数日間寝込むといっ

した。こちらの大和中ロータリークラブを通じ色々
な事を学び知り、経験しそして沢山の方と知り合い
たいと思っております。最後になりますが私自身ま
だまだ未熟な為、至らない部分等多々あると思っ

た事もありました。
そして中学校に入り家業の手伝いや新聞配達、
高校時代はロッテリア、今はありませんが大和駅前
にありましたイトーヨーカドー、安楽亭、鶴見にありま

ております。
私自身の勝手なお願いとなってしまうかもしれ
ませんがどうかこれから先輩方の御指導、御鞭撻
のほどお願い申しあげましてスピーチとさせていた

す焼き肉屋、ガソリンスタンド、バーテンダー等の様々
なバイト生活をしていました。何故そこまでバイト生
活をしてたかと言いますと乗り物が好きで、バイク５
０ＣＣの購入から始まり次に中型の購入、そして車
の購入と常に何かしらのローンがあり、各免許の
所得費用や車両の維持費、ガソリン代等で常に四
苦八苦しておりました。

だきます。
今後とも宜しくお願い致します。
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スマイルボックス

番 桂柳

副委員長

本日 \17,000 累計 \932,670

横澤 創 会長・入江 公敏 幹事
本日の池澤利男会員のイニシエーションスピーチ楽
しみにしています。本年度の例会いかがでしたでしょ
うか。皆様のご意見お聞きしたいと思います。どうか
宜しくお願い致します。
池澤 利男 君
本日、イニシエーションスピーチをさせて頂きます。宜
しくお願い致します。
後藤 定毅 君
池澤さん、歓迎会おめでとうございます。本日はロー
タリーに入会されて最初で最後の会費のない会合か
と思います。いっぱい飲んで食べて楽しんで下さい。
石川 健次 君
本日は、池澤君のイニシエーションスピーチです。入
会後、こんなに早くスピーチをするのは（本当は）めっ
たにないことです。頑張れとしか言えません！
山崎 賢二 君
①今日は、池澤さんのスピーチ楽しみにして来ました。
②遅ればせながら、過日の35周年記念例会でのビン
ゴゲームで一等賞を頂きましたのでスマイル致しま
す。一等賞は女房を経由して孫に行った様です。中

身は確認しておりません。
梅田 秀雄 君
池澤君、本日のイニシエーションスピーチ楽しみにし
ていました。頑張って下さい。
橋本 日吉 君、鈴木 洋子 君
池澤さん、イニシエーションスピーチ楽しみにしてお
ります。宜しくお願い致します。
中島 康次郎 君
①中島の3分間スピーチです。宜しくお願い致します。
②次年度の活動計画書、未だの方は宜しくお願い致
します。
北砂 明彦 君
池澤君、本日はイニシエーションスピーチ楽しみにし
てました。頑張って下さい。
橋本 吉宣 君
池澤君、イニシエーションスピーチ楽しみにしており
ます。JCで学んだ話術を聞かせて下さい。
岸 幸博 君
活性化センターの総会がありますので、早退します。
すみません。
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クラブ研修リーダー

後藤 定毅

６月末に東慶州ＲＣの会長離就任式に招請され多くの会員が訪韓されますが、今年姉妹クラブ締
結３０周年の節目に、先達の両クラブ会長と時のＲＩテーマをふり返って見ました。
姉妹クラブ締結30周年両クラブ歴代会長及びRIテーマ
年度

大和中RC会長 東慶州RC会長

RIテーマ

1982～83

寺田 伍六

鄭吉和

人類はひとつ 世界中に友情の橋をかけよう

1983～84

長谷川清一

金鐘變

みんなにロータリーを みんなに奉仕を

1984～85

猪熊 唯夫

崔且變

見つけよう 奉仕の新生面

1985～86

上田 利久

朴大一

あなたが鍵です

1986～87

藤田 重成

安林洙

ロータリーは希望をもたらす

1987～88

冨澤 重徳

李太雲

ロータリアン 奉仕に結束 平和に挺身

1988～89

石渡英二郎

鄭 増

ロータリーに活力を あなたの活力を

1989～90

北砂 富三

丁敬烈

ロータリーを楽しもう

1990～91

有澤 昭二

孫佳鎬

ロータリー高めよ-思いを尽くし 熱意を尽くし

1991～92

松本 忠明

宋泰奉

自分を超えた眼を

1992～93

辻

國明

裵慶模

まことの幸せは人助けから

1993～94

伊藤 英夫

韓正明

行動に信念を 信念は行動に

1994～95

古木 勝治

孔廣田

友達になろう

1995～96

高橋 政勝

趙吉助

真心の行動 慈愛の奉仕 平和に挺身

1996～97

土屋 翁三

姜壽萬

築け未来を 行動力と先見の眼で

1997～98

後藤 定毅

朴漢壽

ロータリーの心を

1998～99

橋本 健彦

琴在良

ロータリーの夢を追い続けよう

1999～00

中西

李英基

ロタリー2000 活動は-堅実、信望、持続

功

2000～01

近藤冨士男

李東建

意識を喚起し 進んで行動を

2001～02

鈴木久次郎

金炳浩

人類が私たちの仕事

2002～03

前原 一男

金聲泰

慈愛の種をまきましょう

2003～04

長野 俊八

李長秀

手を貸そう

2004～05

神作 彰

金百起

ロータリーを祝おう

2005～06

松崎 正実

崔鎬星

超我の奉仕

2006～07

古郡 清

金泰成

率先しよう

2007～08

藤塚 勝明

金鍾萬

ロータリーは分かちあいの心

2008～09

梅田 秀雄

金鍾哲

夢をかたちに

2009～10

高橋 清

金度縣

ロータリーの未来はあなたの手の中に

2010～11

舘盛 道明

鄭鉉末

地域を育み 大陸をつなぐ

2011～12

石川 健次

尹英吉

心の中を見つめよう 博愛を広げるために

2012～13

横澤 創

金大淵

奉仕を通じて平和を

2013～14

岸 幸博

李相敦

ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を
注）退会
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