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【 本日のプログラム 】 5月14日 第６回クラブ協議会 「次年度へ向けて」 橋本 日吉 会長エレクト
【 次回予告 】 5月21日 卓話 「あれから20年どうなるオウム真理教裁判」 弁護士 滝本 太郎 氏
【 第1762例会 】 平成27年5月7日（木） 【 司会SAA 】 池澤 利男 君
【 斉唱 】 「君が代」 「我らの生業」 【 ソングリーダー 】 長谷川 清 君
【ゲスト】 米海軍厚木航空施設司令官 ジョン・F・ブッシー大佐、渉外部長 高倉 雅子 様

会長の時間

イニシエーションスピーチ

山崎 賢二 会長

板垣 克浩 会員
私のために貴重なお
時間をありがとうござい
ます。つまらない話です
が お 付き合い宜しくお
願い致します。
昭和42年、岩手県花
巻市に生まれました。花
巻温泉や宮沢賢治の生
誕の地イーハトーブが有名です。また私の先輩も酒
造会社をやっておりますが、美味しい日本酒もたく
さんあります。実家は床屋で、祖父と母は床屋、祖
母は農業、父は町役場に勤務、現在は祖父母は他
界、助役までやった父は定年後好きなカメラで自
然や人物を撮り、都内の展覧会にも出展しているよ
うです。母は四国八十八か所巡りなどしているみた
いです。二人兄弟の姉は、現在都内の杉並区で教
員をしております。
小さい頃は、岩手の大自然の中で育ち、冬は学
校までスキーを履いて通い、自作のそりやランドセル
で滑って遊び怒られたり、小学校の低学年の時は、
近所の田んぼがスケートリンクで、自作の竹を2つに
割った竹スケートを長靴に括り付けて滑り、高学年

山崎賢二会長
ご挨拶

幹事報告

小栁 智裕 幹事

①ネパール大地震の援助協力要請がありました。
目安といたしまして一人/1,000円、ご協力宜しく
お願いいたします。なお、この基金は、食料・水・
衣料品・簡易宿泊施設の提供に使用されます
②地区渡辺ガバナーよりロータリーカードの「ビジネ
スカード」を各クラブ1枚以上協力の依頼があり
ました。
③会員増強について、今年度も後2ヶ月足らずとな
りましたが、現在3名の新入会員ですが、あと1名
の会員増強のためのご紹介を宜しくお願いいた
します。
④5月のロータリーレートは、1ドル＝118円です。
会員数

出席者

44名

30名

出席率
81.08%

前々回修正 出席免除
81.58%

11名
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欠席者 7名(敬称略)
原嶋、橋本（吉）、引田、岸、小松、辻、梅野

になると今度は学校の校庭に降った雪を踏み固め、
そこに水を撒いたスケートリンクが出来ました。今度
はスケート靴になりました。冬の体育の授業は校庭
でスケートで、放課後と夜ナイターはリンク整備の竹
ぼうきでアイスホッケーを毎日やってました。なので
スケートは今でもスイスイ出来そうで、スキーは大人
になってからですが、妙高高原で一級を取得したの
で自信があります。
春は田植えで、昔は近所の皆さんや親せきが集
まり皆で一列になり手で田植えをしてました。小学
一年の時に、家の苗代で作った苗を、自転車の荷
台に積み近くの田んぼに運んでいる途中、調子に
のりたくさん積んでいたら、バランスを失い苗を積
んでまま、自転車ごと川に頭から落ちてしまい、頭を
ざっくり切り、頭にハゲが出来てしまいました。
夏は、夏休みになると毎朝ラジオ体操の前に近
くの森に行き、カブトムシを捕り皆にあげたり、川で
滝に飛び込んだり、魚を捕り焼いて食べたりしました。
秋は収穫の秋です。稲刈りは当然ですが、キノコ採
りや栗拾いなど旨いものいっぱいです。近所のスモ
モが美味しそうで、こっそり盗って食べ見つかり怒ら
れたりしました。
この様に、子どもの頃は大自然を満喫してやりた
い放題、好き放題、中学、高校も自由奔放に過ごし
てました。
就職先は都内渋谷区の広尾でした。天現寺交差
点のそばで広尾病院や明治屋などがあり、大自然
で育だった私には、同じ日本ですがタイムスリップし
たような感じで、近くを散歩していると金髪の外国
人や芸能人が目の前を通り過ぎていくこのギャッ
プに驚きました。先輩に連れられておしゃれな喫茶
店に行き、700円もするシナモンティーを飲み、何故
こんなに高いのかと思ったり、とても不思議で面白
いところだと思いました。
当時はバブル経済の最後の方で好景気でした
が、私は会社の寮にいて、寮費500円と格安でした。
6畳風呂なしのボロアパートに二人で住み、扇風機
と電気ストーブのみ、残業は100時間以上で銭湯通
いでした。夏は外で行水をしたり、今では考えられな
い環境でしたが、今では良い思い出です。この頃、
早くお金を貯め車を買いたかったので我慢も出来
ました。
子どもの頃から車が好きだった私は、車の仕事
がしたくて転職し、そこで輸入車と出会い、心揺さ
ぶられるものを感じました。この時から今の仕事の
ベースとなるものが始まりました。毎日、ベンツ、ＢＭ
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Ｗ、ポルシェ、フェラーリ、ランボルギーニと、もちろん
国産車もやっておりますが、当時の私には興味が
わくものは、全てにおいて一歩先を行く外車でした。
私はペイント部門が専門でしたので、車のデザイン
や色合いなどの違いを感じており、現地に行きたい
と常々思っておりました。ついにフランスに旅行する
機会があり、ヨーロッパの様子を見てきました。シャ
ルルドゴール空港からエッフェル塔や凱旋門と全て
が洗練されており、ここがイギリスと共同でコンコル
ドを作った国だと、フランスの芸術文化や歴史に触
れて、非常に勉強になり感動しました。
しかし、その後日本に戻り、いい気になった国際
人でした。何をやっても面白くなくなり、 空白の時
間が始まりました。ここから無職生活です。もちろん
楽しいはずがありません。世の中を知らなくくせに
面白くないと強がっていましたが、ついにお金が底
をついてしまい、さて、働こう！！
ここから再スタートです。世の中に逆らっても飯
は食えません。今度は現実的にお金を稼げる仕事
を選択しました。また、寝てる以外は働いてる生活が
始まりました。このころは日産の仕事が多かったの
ですが、座間日産の閉鎖などもあり、一念発起です。
今度は他力本願ではなく、自給自足のスタートです。
そして2000年に大和市の現在の場所に（株）ＡＲＴ
の元になるアートボディを開業しました。
ここから先は現在進行形です。今は忙しくさせて
頂いており、皆様に感謝です。現在、大和自動車学
校さんの教習車を修理させて頂いたり、輸入車の
修理、カスタムなどもやっております。東京オートサ
ロンなどのイベントへの出展や雑誌の取材等も受
けております。5月3日には名古屋ポートメッセにて
車のイベントがあり、当社でカスタム、コーティングを
施した車両がアワードを取りました。芸能人の車も
数台販売とカスタムしております。北陸だけでなく、
中部、西日本からの車の販売やカスタムのオファー
も頂き、全国ネットでの形態でやっております。しか
し、地元の皆様にも車を買って頂かなければ、高い
クラブの会費が払えませんので、皆様宜しくお願い
致します。
昨年の11月より大和自動車の入江さんの紹介
で、大和中RCに参加させて頂いておりますが、なか
なか例会に参加できず、ご迷惑をお掛けしておりま
す。お酒や皆様が嫌いなわけではございません。こ
れに懲りずにお誘いもお願いします。
何よりも車業界からの物の見方や考え方を、今
までとは違う目線や切口で社会と関わる機会をあ

りがとうございます。これからは職業奉仕だけでは
なく、社会奉仕にも積極的に参加して行こうと思い
ます。ご指導、宜しくお願い致します。
ご清聴ありがとうございました。

委 員 会 報 告
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
石川 達男 君
配偶者誕生日 中島 條子 夫人
結婚記念日
辻 彰彦 君

卓

5月13日
5月11日
5月13日

話

「米海軍厚木航空施設の概要と米軍の社会貢献」
米海軍厚木航空施設
司令官
ジョン・F・ブッシー大佐
渉外部長
高倉 雅子 様
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スマイルボックス

石川 健次

委員

本日 \25,850 累計 \644,750

山崎 賢二 会長、小栁 智裕 幹事
4月23、24日の一泊家族例会ご参加頂きありがと
うございました。また、親睦活動委員会皆様、素晴らし
い企画を立てて頂きまして、ありがとうございました。
横澤会員が、手術も無事成功され、4月27日に退院さ
れました。1か月ほど休養して、例会に出席したいとの
お話もありました。本当に良かったですね。心待ちにし
ています。本日の卓話を頂きます。米海軍厚木航空施
設司令官のジョン・F・ブッシー大佐、ようこそいらっしゃ
いました。「米海軍厚木航空施設の概要と米軍の社
会貢献」をテーマにお話を頂けるとのことなので、楽し
みにしております。どうぞ宜しくお願い致します。
上田 利久 君、青柳 文四郎 君
米海軍厚木航空施設司令官ジョン・F・ブッシー大佐
のお名は楽しみにしています。
野口 宏 君
キャプテンブッシー、高倉渉外部長、よくお越し頂き
ました。本日の講演によって更に厚木基地の理解が
拡がることを願っています。
北砂 明彦 君
ブッシー司令官、高倉渉外部長、お忙しい中ありが
とうございます。本日の卓話楽しみにしています。
石川 達男 君
お誕生日をお祝い頂き、ありがとうございます。ジョ
ン・F・ブッシー大佐、大和中RCへようこそお越し下さり
ありがとうございます。楽しんでいって下さい。
入江 公敏 君
本日、ジョン・F・ブッシー司令官、ようこそお出掛け
下さいました。板垣さん、イニシエーションスピーチカッ
コ良かったです。藤田さん、板垣さんと板垣退助は関
係ないようでした。
後藤 定毅 君
①司令官、本日はありがとうございます。また通訳で

同行戴いた高倉さん、いつの日か機会がありました
ら、グローバル奨学生にチャレンジしてい下さい。
②先日行われた韓国3630地区のRI会長代理を無事
務めて帰りました。皆さんのご支援ありがとうござ
いました。特に現地まで駆けつけて応援して下さった
藤塚、石川、長谷川さん、大変心強かったです。重ね
てありがとうございました。
神作 彰 君
後藤さん、韓国の第3630地区地区大会にRI会長代
理としてのご出席ご苦労さまでした。いつか面白い裏
話があると思いますので、お聞かせ下さい。
親睦活動委員会 神作 彰 委員長
4/23の一泊例会には、お忙しい中ご出席下さいま
してありがとうございました。皆様のお陰で何とか賑
やかになりました。
松崎 正実 君
先日の家族会、ありがとうございました。2日目に
箱根を楽しんで帰って来ました。大涌谷、黒たまご、今
後いつ食べられるでしょうか。家内も喜んでおりました。
2人分スマイルします。
中島 康次郎 君
①家内の誕生日ありがとうございます。
②先日の移動例会、楽しい時間は本当に早く過ぎま
すね！
実行幹事藤塚勝明幹事
後藤PGの壮行会のお金が少々残りましたのでスマ
イルします。
石川 健次 君
4/2の例会以来、いろいろな都合で1カ月以上例会
に出席出来ませんでした。本日のブッシー大佐の卓話
の日に出席出来てラッキーでした。ちなみに、厚木日米
友好協会の会員は我がクラブでは9名います。
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