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【 本日のプログラム 】 2月14日 「第６グループＩＭ」 会場 オークラフロンティアホテル海老名
【 次回予告 】 2月21日 3クラブ合同 「ロータリーデー」 クリーンキャンペーン
【 第1797例会 】 平成28年2月4日（木） 【 司会SAA 】 松崎 正実 君
【 斉唱 】 「君が代」 「我らの生業」
【 ソングリーダー 】 苗加 真敬 君
【ゲスト 】 石井 浩一 様、宮崎 信之 様、迫原 慶治 様、迫原 早紀 様

会長の時間

橋本 日吉 会長

私たち日本では、少し平和ボケしていて理解がで

本日の例会は、新会員

きないと思いますが、世界で18歳未満の子ども30

の 中村さんの イニシエ ー

万人が少年兵として紛争に巻き込まれていると言

ション スピーチがあります

われています。毎年2万人が地雷によって手足や命

が 、 後半の 時間に 「 だい

を奪われています。今日、紛争や迫害によつて5,100

ちゃんを救う 会」 共同代

万人が難民生活を強いられています。 紛争で命を

表の石井浩一さん、宮崎

落とした犠牲者の90%が一般市民で、そのうち少

信之さんに、だいちゃんを救う会のお話と募金の

なくも半数が子供です。

お願いのPRにいらしゃいましたので、お話をして頂

RIでは、平和な世界を築く為に、世界のロータリー

きます。

アンに「困難な目標も一つ一つの行動から」と訴え

迫原ご夫妻は、大輝君のご両親です。どうぞよ

ています。今年度の国際ロータリーK-R・ラビンドラン

ろしくお願い致します。

会長のテーマ「世界へのプレゼントになろう」です。

さて、2月に入ってまいりました。1/20の大寒から

また次の様なお願いのメッセージがございますの

2月初旬は、1年中で一番寒い時期であります。昨

でご紹介をして会長時間を終わらせていただきます。

日は節分でした。そして本日2/4は、新暦では立春

最後になりますが、2月のロータリー活動計画は、

です。1ケ月も経つとポカポカと暖かくなる春がもう

2/11来週は建国記念日により休会となります。2/1

すぐです。春の季節のことばは、「春立つや春来る」

4(日)は、第6Gのインターシティーミーティング(IM)が

でしょうか。

海老名フロンティアホテルで開催です。よって翌週2

ロータリーも2月に入ってきまして、「職業奉仕月

/18(木)は、振り替え休会です。2/21は、3クラブ合

間」から「平和と紛争予防・解決月間」に変わります。 同ロータリーデーです。翌週2/25は、振り替え休会
ここで少し「平和と紛争予防・解決月間」について となり変則となりますのでよろしく願いします。
お話をしたいと思います。
会員数

出席者

43名

31名

出席率
79.49%

前々回修正 出席免除
63.16%

9名
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欠席者 8名(敬称略)
原嶋、引田、池澤、北島、小松、鈴木、梅野、山崎

だいちゃんを救う会の皆様

委 員 会 報 告
お祝いの方々
親睦活動委員会
会員誕生日

長谷川 清 委員長

橋本 吉宣 君

2月4日

高橋 清 君

2月12日

池澤 利男 君

2月13日

入江 公敏 君

2月14日

配偶者誕生日 古木 磯子 夫人

2月17日

荒井 由紀子 夫人

2月27日

結婚記念日

石川 健次 君

2月20日

創業記念日

上田 利久 君

2月25日

古郡 清 君

3月1日

古郡 清 君

2月28日

石川 達男 君

3月1日

橋本 吉宣 君

3月1日

入会記念日

石井
宮崎
迫原
迫原

卓

浩一
信之
慶治
早紀

様
様
様
様

話

「イニシエーションスピーチ」
中村 友彦 会員

自己紹介させて頂きます。
昭和48年（1973年）6月
6日、大和市生まれの42
歳で、 妻、 中学1年の 息
子、小学5年の息子、そし
て幼稚園年少の娘の５人家族て、毎日騒がしく過
ごしております。
趣味としてゴルフやサッカー、去年から始めたス
ノーボード等ひろく浅く楽しんでいます。（昭和55年
小学校入学、昭和61年卒業。昭和61年中学入学、
平成元年卒業。）
子どもの頃は、父、母、祖父、祖母、二人の姉、二
人の弟そして私という賑やかな家庭で育ち、地元
文ヶ丘小学校、光丘中学校を出ました。
中学2年の時に父が他界しましたが、5人も子ど
もがいるというのに母は比較的好きなことをさせて
くれていました。他の兄弟に言わせると特に私が自
由すぎたのだという声も聞こえてきます。

2

高校は小学校3年生より始めたサッカーで全国

単位ギリギリでしたが何とか4年間で卒業できました。

大会を目指したいという思いから、その当時は強豪

4年間八王子の武蔵野陵近くのサッカー部の寮

校だった学区外の県立旭高等学校へ進みました。

で過ごしていました。この4年間というのもサッカー

中学までは周りからサッカーが巧いと言われ、入
学前にも関わらず高校1軍の遠征に参加するよう

は勿論ですが、遊ぶためにアルバイトを楽しんでい
ました。寮の近くで賄い目当ての小料理屋で出来

に声がかかり、俺って凄いんじゃないのと調子に乗っ

もしないのに雀荘、部活のオフシーズンの12月から

ていましたが、そんなことは単なる自惚れで、井の

は宅急便の深夜の仕分けや配達などといった短

中の蛙だったことに気づかされました。

期物などアルバイトを通して様々な経験をいたしま

というのも、上級生たちが巧いという事は勿論

した。この当時にもう少し貯金することを覚えてお

ですが、その遠征に他にも数名、私と同じ新入生が

けばよかったのかもしれませんが、バイト代を冬はス

参加しており、彼らが凄く巧かったのです。その同

キー、夏は海、そして普段は飲み代など気付いたら

級生たち、中学時代クラブチーム出身だったり、神

直ぐに使い切っていたように思います。

奈川県の選抜チームに選ばれていたりというメンバー

4年の就職活動は就職氷河期と言われていた時

でした。当の私はというと県央地区の選抜チームに

でなかなか決まらず、凄く焦っていた事を思い出し

は選ばれましたが、その練習にろくに参加せずにい

ます。リクエストはがきを100社まではいかずともそ

たので、県選抜などお呼びなど掛かるような者で
はありませんでした。

れに近いくらい送っても、返信があるのが1割弱と
いう感じで、直接いろいろな会社へ電話を入れ、就

入学前にそんな経験があったので、入学してから

職説明会の開催日を教えてもらおうとしても良い

は、自主練ではありましたが朝練に毎回参加し努力

反応がないというような経験をし、忘れもしません

するようになりました。

か最終面接まで行けたのも３社のみでした。12月末

2年生の時には関東大会へ出場し、冬の全国高

までに内定は決まらず、うちで雇ってやると言って

校サッカー選手権大会は県の代表として出場し、ベ

くれていたのは、アルバイト先の小料理屋と同じく

スト8に入りました。その時はベンチ入りしただけで、

短期アルバイトでお世話になった宅急便のヤマト運

試合に出ることはできず、ベンチからどうやってテレ

輸の配達員としてのみでした。
そんなこともありましたが、年明けに今はスポー

ビに映るか変なところを頑張っていたのを思い出し

ツ余暇みどり財団のなっておりますが、その中の一

ます。
3年生のときにはレギュラーとして、夏のインター

つの財団法人みどりのまちづくり振興財団で嘱託

ハイに県の第２代表で出場し2回戦敗退、冬の選手

職員としての就職がやっと決まりました。今思えば

権は県の決勝戦で桐蔭学園に最後の最後ロスタ
イムで点を奪われ出場できませんでした。自分たち

何で地元の企業への就職活動をしていなかったの
か不思議です。

が3年生の時、高校サッカーでの大きな大会は県新

みどり財団では主に駐車場・駐輪場の管理や泉

人戦で準優勝・関東大会県予選ベスト8・インター

の森の売店の運営を担当しておりました。学生時

ハイ県予選準優勝・選手権予選準優勝とあと一歩

代に勉強してこなかった私は、ここでいろいろと勉

な成績ばかりでした。何かが足りなかったのでしょ

強させていただきました。みどり財団には5年契約で

うね。

したが、当時の中喜の専務が急逝したこともあって、
平成12年6月末で退職し、7月から現在の株式会

部活を引退した3年の秋からはスポーツ推薦で

社中喜へ転職することとなりました。

早めに大学進学が決まっていたので、たまに部活
に出てはいましたが、それよりも自動車免許を取得

予定では次の年の4月から中喜へ入り不動産業

するために大和自動車学校へ通い、同時に車を買

の勉強をするつもりでいて、いきなりの事だったの

うためチェーン店の居酒屋でアルバイトをするよう

で兎に角周りの業者の方々に教えを乞い、とてもバ

な高校生でした。

タバタと過ごしていました。
当社は不動産賃貸管理がメインとなっており、私

大学は拓殖大学の政経学部・経済学科へ進み、
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の代となってからは平成14年に老人ホーム、16年

域の皆様と共に成長していけるよう頑張りたいと思

に賃貸アパート、平成17年に老人グループホームと

います。

バタバタとして勢いに乗って新たに進めてまいりまし

また、平成19年から大和ラジオ放送の取締役に

た。基から駐輪場や事務所・倉庫系の扱いがあっ
たので、住居系というよりも店舗などで街づくりの

就任し、昨年7月より代表取締役社長に就任いたし
ました。
基はというと、みどり財団時代からお世話になっ

お手伝いをと思い事業を考えて進めております。
そして、今年の1月には新たな事業としてフットサ

ていた方から、「ラジオの株を持っているなら、名前

ルコートの運営を始めることとなりました。サッカー

だけで良いから取締役になれ」という言葉から、末

スクールなどは他に任せ、不動産業ならではの場

端の株数しか持っていなかったにも拘らず何も解ら

所貸しの知識を活かしてやっていこうと思います。

ないまま安請け合いをしたのがきっかけでした。
きっかけはきっかけとし受けたからには「FMやま

このフットサルコートですが、構想から3年と８か月で

と」が地域の皆様のお役に立てる放送局となるよ

形として実現することができました。
フットサルコートの名前は「TiPi」と言います。この

う、社長就任から半年経ってもまだまだ解らない事

TiPiとは、ある民族の言葉で「家」を表しています。フッ

だらけですが、これから挑戦してまいりたいと思って

トサルやサッカーにこだわらず、地域の方々が世代

おります。

を問わず遊びを通して団欒できる場となって欲しい
という思いから名づけました。いろいろな方々のご

これからご指導ご協力を賜りながら、末永くお
付き合いのほどよろしくお願い致します。

協力によりやっとスタート出来たので、これから地

スマイルボックス

番 桂柳

委員

本日 \27,000

累計 \471，０5０

石川 達男 君
入会をお祝いして頂きありがとうございます。
石川 健次さんが会長の時の入会で5年が過ぎ
ました。これからも宜しくお願いします。
古郡 清 君
創業記念、入会記念のお祝いありがとうござ
います。
北砂 明彦 君
中村君、本日のイニシエーションスピーチ楽しみ
にしておりました。石井様はじめ皆様、寒い中よう
こそお越し下さいました。
上田 利久 君
既に仕事はしていませんが…。ロータリーへの
出席は楽しみにしています。
上田 利久 君
中村 友彦さん、本日のイニシエーションスピー
チ楽しみにしています。肩ひじ張らずにロータリー
を楽しんで下さい。
荒井 純寿 君
妻の誕生日祝い、誠にありがとうございます。
とても喜んでおります。
橋本 吉宣 君
今日が誕生日です。お祝いをありがとうござい
ます。
入江 公敏 君
誕生祝いありがとうございます。

橋本 日吉 会長、辻 彰彦 幹事
石井浩一さんはじめ「だいちゃんを救う会」の
皆様、本日は宜しくお願いします。
橋本 日吉 君
中村会員、本日のイニシエーションスピーチ楽し
みにしております。
青柳 文四郎 君
永い間ありがとうございました。
髙橋 政勝 君
先日は青柳さん送別会には多数の出席を頂き
ありがとうございました。発起人としてお礼を申し
上げます。
高橋 清 君
①誕生日のお祝い頂きましてありがとうございま
す。
②本日の卓話は中村 友彦君のイニシエーション
スピーチです。若さ溢れる友彦に大きなご声援
をお願い致します。
苗加 真敬 様
明けましておめでとうございます。今年も宜しく
お願いします。鼻の手術も無事終わり、10日間入
院生活で自分の人生を考え直しました。 本日は
記念品をありがとうございました。
石川 健次 君
結婚記念日のお祝いありがとうございます。
富澤 克司 君
誕生日のお祝いありがとうございます。
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