
- 1 -

★事務所：神奈川県中郡大磯町国府本郷546大磯プリンスホテル内 TEL：0463-61-1111(木）TEL/FAX：0463-36-2255

★例 会：毎週木曜日 12:30～13:30 大磯プリンスホテル TEL：0463-61-1111 FAX：0463-61-6281

会 長 守屋 紀忠 会長エレクト 片野 一雄 幹 事 原 千明

（晴）№11第２２９７回 夜間例会 平成２６年９月１８日

■司会:大藤 勉 ■点鐘：守屋 紀忠 ■合唱：手に手つないで

９月25日：加藤ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 ・10月2日：ゲストスピーチ ・10月9日：渡辺ガバナー◇プログラム・

小林、宮澤、石山、太田◇出席報告 ◇欠席者(5名例 会 会員数 出席数 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 )

19(17) １９ 73.63％ － － 原卓さん２２９7回

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名)２２９5回 19(17) 12 70.59％ － －

◇会長報告 守屋 紀忠会長

先日の敬老の日の統計で

は、本年度の65歳以上の人は2

5.9％、75歳以上の人が12.5％

と各々人口の4分の1、８分の

１となって高齢化が進んでい

ます。私も来年そこに足を踏

み入れることになります。健

康で長生きしたいものです。

本日は夜間例会として新会員の田中敏治さんの歓

迎会を兼ねています。百瀨さんに骨折って頂いて賑

やかにやらせて貰いますので、田中さん楽しんで下

さい。

◇幹事報告 原 千明幹事

2016年規程審議会提出立法

案。賛否を来週２５日に決めま

す。これは理事会決議事項でな

くクラブ全員で決める事になっ

ていますので、各自内容をご確

認の上、来週までに、手続要覧

と照らし合わせて頂いて、賛成

：〇、反対：×の意思表示をお願いします。そして

クラブとしての反対／賛成の意思表示をしたいと思

います。(来週欠席される方は事前に事務局まで提

出下さい。）

◇委員会報告

☆スマイルボックス 笹尾 政儀さん

田中さ・守屋 紀忠さん：

ん、入会おめでとうがざい

ます。

田中さ・斎藤 好正さん：

ん入会おめでとうがざいま

す。

田中さ・大堀 昭二さん：

ん、入会おめでとうがざい

・ます。イニシェーションスピーチ楽しみです。

久しぶりの夜間例会たのしみで百瀬 恵美子さん：

す。田中さん入会おめでとう!よろしくおねがいし

ます。

事務局員の腰痛がよくなります・新宅 文雄さん：

様に祈ります。

田中さんの入会及び久しぶりの・片野 一雄さん：

夜間例会を祝して!!

みなさま、本日は歓迎会ありが・田中 敏治さん：
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とうございます。人前で話すのは苦手なので聞きに

くい所があるがもしれませんが、宜しくお願いしま

す。

財団奨学☆河本親秀さん：

生の高谷紗帆さんがイギリス

に発たれました。１年以上皆

様にお世話になりました。皆

様のご恩に報いるため一生懸

命勉強して参りますというメ

ールを頂きましたので報告し

ます。

◇卓話

◆◇◆ ◆◇◆イニシエーションスピーチ

田中 敏治さん

名前は、田中敏治です。現在は町内の石神台

にすんでいます。生年月日は昭和４２年１１月

２３日=勤労感謝の日=生まれの射手座の血液型

はＢ型です。今年の誕生日で満４7歳になります。

高校時代の友人にはトシ、大学時代の友人には

ビンというあだ名で呼ばれていました。外見(大

きい、怖い）で違った判断をされる事がけっこ

うあるようですが、実はナイーブで温厚な性格

だと思います。好きな色はグリーンです。新緑

の時期の葉の緑色がたまらなく好きです。

趣味は、ドライブとペット(犬）と日本酒を集

める事、それから暖炉(火遊び)です。

ドライブでよく行く場所はもっぱら甲信越=母は

新潟、長野の県境にある坂井村出身=、福島辺り

をよく行きますが、最近ではだいたいが日帰り

なので最近では子供が出来てからなかなか妻は

つき合ってくれません。ドライブしてて楽しい

のは四季を感じながら走れる事と地域で色々な

物(農海産物)に出会えることや色々な温泉に入

る事です。特に雪道を走るのは大好きで雪かき

も大好きです。雪かきと言ってもスコップでは

なく重機で雪かきをするんですが、その時に新

雪が辺りに舞うのと、かいた時に雪の中が綺麗

な青色をしていて凄く神秘的に毎回感じます。

(元々は水なので青く見える)

ペットはキャバリアとトイプードルを二匹飼

っていましたがキャバリアの方が先月８月に腎

臓をわずらいわずか八歳という若さで天国に旅

だってしまいました。子供がなかなか出来なか

った時に初めて飼った犬で、何処へでも連れて

行った犬なので、今もまだショックが残ってい

ます。

日本酒は自分が飲む事よりも珍しい銘柄を現

地へ買いに行って集める事が好きで、珍しいお

酒はたびたびドライブがてら地方の方まで買い

に行ったりもします。そのお酒を仲間で集まっ

た時に飲んでワイワイ騒いで、感想を聞くのが

好きです。私は一杯ぐらいしか飲みませんが。

先週大藤さんから話のあった暖炉や木の家、私

も木の家が好きです。犬を飼っていたこともあ

り、ウッド・デッキの付いている家を貸してく

れるところがあって、よく冬の時期はそういう

所へ行って、先ず暖炉があるので、燃し木を家

から持って行って、先ず暖炉に火をつけて家を

暖める。一気に燃やさないと煙突が暖まらない

ので、家の温度を見ながら火を調整するとかい

ったことが好きです。山中湖に行く事が多いん

ですが、１年くらい燃し木を干しておいて、そ

れを持って家族や友人達と行って楽しむのが好

きです。

小学校、中学校ともに国府の学校へ通いまし

た。高校は二宮高校を卒業。その後、帝京大学

経済学部へ進学。卒業後は大野興業という鐵鋼

専業商社に３年ばかりお世話になりました。そ

の後は家業を継ぐために退社し現在に至ります。

家族構成は妻と息子の三人家族です。３年前

にようやく長男を授かり、日々子どもの成長が

楽しみなのと、気づかされる事が多々あり楽し
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い毎日を送っています。最近では息子が四年保

育の幼稚園に通い始めました。私が帰宅すると

玄関に彼の通園靴がいつもきれいにそろえられ

ているのを見ると些細で当たり前の事ですが幼

稚園で教えてもらってくる事を頑張って実行し

ているんだなと思い親父も頑張ろう！という気

持ちにさせられ日々，息子から色々な事を学ば

せてもらっています。

私の幼少期は内気な子どもで、鮮明によく覚

えている事は子どもの頃に会社で飼っていたヤ

ギが子ヤギを産んだので親からその子ヤギを当

時通っていた幼稚園にもらってもらえないか先

生に聞いてきてくれと親にいわれたのですが中

々言い出す事ができずに三日目にようやくモジ

モジしながら言い出すような子どもでした。し

かし、小学校二年生の時にリトルリーグという

野球チームに入る事が出来て、野球を始めてか

らは、けっこうヤンチャで活発な子供になった

ようです。なぜそのような事を思い出したのか、

と言うと先月、中学校の同窓会があり、けっこ

う自分で忘れていたあんな事やこんな事の話し

を同級生から聞かされました。自分の記憶とは

違って、随分とやんちゃな学生時代を送ってい

たようでした。

少し自慢話になりますが、小学生の頃リトル

リーグというチームに入団しており、常にピッ

チャーで四番で活躍しておりました。小学四年

生の時にチーム最優秀選手に選ばれたり、ひと

学年上の試合に出してもらったりと自分でいう

のもおかしいですが結構できる選手だったと思

います。また、スピードガンで計測してもらっ

た時に106キロのスピードがでて新聞に載った事

がありました。しかし５/６年生の時に野球肘と

いう怪我をして、顔も洗えない様な状況でした。

その時監督だった人にまだ先があるから止めた

ほうご良いよと言われ野球から１年くらい離れ

ました。中学、高校の時はこんなんだから野球

はやらないと思っていたのですが、気がついた

ら野球部に入っていました。今思えば、大学ま

で続けた野球人生１５年間で一番輝かしい時代

だったと思います。しかしその高速球には難点

がありまして、コントロールに大分問題があり

投げてみないと分からない、気まぐれコントロ

ールでしたので使う監督は結構、難しかったん

じゃないかなと思います。

中学、高校に進学するたびに、野球はやめよう、

もうやらないと思いましたが結局、大学に入っ

て卒業するまでの15年間を野球一筋の学生時代

でした。大学時代の野球部の四年間、大磯から

出たのも初めてで全寮生活で多くの選手が違う

地域からも来ていたり、絶対上下関係が厳しか

ったりで、その体験が今の自分の基盤になって

いると思います。

会社の社名は有限会社 田中秀男商店です。所

在地は月京になります。父は11年前に母は8年前

に亡くなっていますので8年前から代表取締役に

なりました。日々、社長として頑張らさせて頂

いています。

仕事の内容は金属スクラップ問屋.加工.販売

業と廃棄物収集運搬業をしています。

金属スクラップとは建設現場や製作工場などか

ら不用とされ発生するくずの事です。

その鉄スクラップを同業者や発生元から買取り、

選別、切断、圧縮といった加工をして製鋼所に

製鋼原料として販売しています。 皆さんけっこ

う知らないのが鉄と一言で言いますが、鉄単体

の物はほとんどなく、他の元素を含んでいる鋼

がほとんどだと言う事です。鉄にたずさわって

いない人は結構知らないと思います。鋼の種類

は沢山あり、その含有量によって販売先や価格

が違ってきたりします。私が経験した商売で医

療機器の中に入れる鉄屑を探していると相談が

ありはじめは えっ！ とびっくりしましたが、

よく聞いてみるとトライできそうなですし値段

も５倍ぐらい良かったのと、テスト段階という

事でトライをした事がありましたが良い勉強に

もなりましたし、いかに目利きが大切なのかを

感じた商売でした。 弊社の社訓の一つに（商品

の丹精は生活の繁栄に）という言葉があります。
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我々にとっての商品は不用になったくず鉄やゴ

ミです。これらをいかに丹精し原料としてベス

トな形で送り出し価値ある物に再生させるサイ

クルの一助を担う事で資源の枯渇や環境衛生、

また地域社会と繋がりお役にたてられるよう日

々社員一同、探求し努力実行につとめてまいり

ます。

今回入会希望に強く思った動機には、ロター

リーの基本理念の四つのテスト～ 言行はこれら

に照らしてから～ に強く心が動きました。私

は常に”素直に正直に”を基本に生きてきたと

思いますが。、入会後は常に言行を四つのテス

トを照らし自分自身の向上に努めていきたいと

思います。

これからのご指導を宜しくお願いします。

例会閉会点鐘

新会員歓迎会

乾杯の言葉：鈴木勝さ

ん

これからは田中さん

入会歓迎会です。

田中さん入会おめで

とうございます！

皆さんのご健勝を願っ

て乾杯！！

今日は田中さんの歓迎会ですので、守屋紀忠会長：

皆さんから歓迎と教訓を交えて3分くらいでスピー

チお願いします。

田中敏治さん歓迎の言葉

田中さん差し入れの銘酒”而今”(三重県

・木屋酒造）を飲みながら和気藹々、出席者

全員から歓迎の言葉やら、アドバイスがあり

ました=要約・編集して掲載=(発言者名略）

~

・田中さん、大磯ロータリークラブへようこそ。入

会おめでとうございます。

・入会以来、写真を撮ってきましたが何時も恐い顔

をされているので、本当はどういう人なんだろうと

思って来ました。今日のイニシエーションスピーチ

中、ニコッと笑われることが何回かありましたが、

とても可愛らしい感じがしました。ご自身の自己紹

介の通りナイーブで温厚な方と確信しました。

・ロータリーは出席する事が大事で、出席する事で

皆さんとの情報交換、人格的交流が出来ます。是非

出席100％を目指して下さい。笹尾さんは40年皆出

席されてます。もし欠席された時はご一緒に他クラ

ブへメークアップに参りましょう。大磯クラブと違

う雰囲気を感じることが出来ますので、是非参りま

しょう。

・入会前にロータリークラブとは何だろう、どんな

クラブなのかと考えました。何か社会福祉のお役に

立つ事を目指しているらしい、それならば私でも役

に立つと思い50歳にして入会しました。

・出席して先輩方と接することで、言わず語らずの

うちに何となく自分に得るものがあった気がしまし

た。ジェントルマンというのはこういう方のことを

言うんだなと色々勉強させて貰いました。他のクラ

ブの方々からも教えられました。

・田中さんが今日入会されて、30年後会社が立派に

成長しておれば、後輩達が私もそうなりたいと思う

ようになる。田中さん、更に更に成長されて立派な

人になって頂きたい。

・入会10年、やっと慣れて、皆さんと一緒に楽しく、

美味しいお酒が飲める立場にな りました。田中さ

んも早く慣れて頂いて、皆さんと仲良く大磯ロータ

リーの楽しい一時を過ごして下さい。

・イニシエーションというのはどういう事か調べま

した。本当の意味は「わらじを脱ぐ」、やくざがわ

らじを脱いで世話になるという意味です。ですから



- 5 -

ロータリーに一応身を預けるという事です。(笑い)

大磯クラブは伝統のあるクラブで、メンバーは少な

いですが特色のある方ばかりです。大いに見習って

下さい。

・ある人は例会を人生の道場だと言います。自分と

は異なる優れた人の中に身を入れて色んなものを吸

収すると言うことです。例会を大事にして下さい。

・15年前入会した時は誰も知らなくて、皆さんから

睨みつけられているような感じがして、相当神経を

使ったものです。今は昔と違って気楽に話せる雰囲

気です。早く慣れるよう頑張って下さい。

・忙しいでしょうが、来れる時は少し早く来て、隣

の方と話して下さい。ロータリーの話よりも雑談で

獲られることが沢山あります。雑談の面白い人を捕

まえて色々聞いて下さい。例会は初めからそんなに

楽しいものではありませんが、雑談が面白いと例会

に出たくなります。そうすることで例会が面白く

なるようにして下さい。

・素晴らしいイニシエーシ

ョンスピーチでした。私と

共通点があります。Ｂ型、

みどり大好き、野球少年の3

点。初めてお会いしました

が、見るからに優しい人に

見えました。ニコッと笑う

ところがね！私とは31歳違

います。31年前に司法試験に通たんですね。羨まし

い、何でもできる歳です。

・年齢が離れていますし、一国一城の主で口うるさ

い。歳を取れば取る程うるさくなる ・・・(笑）

これは自戒を籠めて言っています。それで例会が相

当居づらい時期が続くと思います。そこを堪え忍ぶ

と世界が開けます。

・今クラブには40代までの人は一人しかいない。是

非田中さんの仲間を一杯ロータリーに引っ張ってき

て下さい。ピッチャーで4番、親分肌でしょうから

子分も沢山いるでしょうから･･･(笑い･余りプレッ

シャーを掛けると･･･)

・私が昨年入会した時は今

年と違って激励の言葉など

一切無かった(笑い)。私は

木曜日には予定は一切入れ

ないで必ず出席するように

しています。ロータリーの

事はよく判らないんです

が、兎に角出席して・・、

何故か=人がいないから？=司会進行させられていま

すが、これも修行と思ってやらせて貰っています。

私も出ますので田中さんも頑張って一緒に出席しま

しょう。

・増強委員長として、田中さ

んが入会するというので商工

会の仲間を通して色々調べさ

せて貰ったところ、皆がいい

人だと言うことでした。親父

さんのことを知っていたの

で、どんなすざましい人が入

ってくるかと思っていたら優

しい人でした。(笑い)

・田中さんの使命は、若い会員を入会させることで

ある。これから、色々な委員会の仕事が回ってくる

でしょうが、この1年は私の隣に座って貰います。

(笑い･怖い･･)

・私の入った時のロータリーは誰も何も教えてくれ

ない。ただ座って飯喰って、人の話を聞いて帰る状

態。イニシエーションスピーチもどうやってすれば

良いかも判らない。兎に角出て行って喋ればよいと

言う教え方だった。しかし私は懇切丁寧に箇条書き

でこういう風にとご指導した訳です。

・私の好きな言葉に｢むしろ鶏頭となるも牛後とな

る事なかれ」という中国の有名な言 葉があります。

これをロータリーでは忠実 に守っていた。ロータ

リーは皆トップの集合体ですので、何の遠慮もいり

ません。身分も何もありません、すべて対等です。

どうかこれから楽しくロータリー生活をして頂きた

い。

・平塚法人会の青年部副会長

をしていた時に 田中さんが

いて、こまめによく動いてく

れ、また.人柄も良いという方

でして、ロータリーに相応し

いなと思っておりました。10

月に大磯町でチャレンジフェ

ストをやるについて、法人会が参加します。その時

に青年部として協力して貰う事もあり、法人会の会

合から抜けて一言お祝いを言おうと駆けつけました。

入会おめでとうございます。

・田中さんのお父さんとは仕事上お付き合いがあっ

たことで存じていましたし、田中さんの事も知って

いましたが自分からはロータリーに入れてくれと言

ってくる方ではないなと思っておりました。今年の

関係先との懇親会のあった時に「ロータリーに興味

ないですか？」と話したら、「いや興味あります｣

と一発で返ってきました。是非あなたのような人に
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入って貰いたいとお誘いした

ところ、非常に前向きに積極

的に反応して下さいまして、

今日に至りました。

・私は色々なロータリークラ

ブを渡り歩いています。最初

は箱根RC2年間。地区を跨いで

愛知県の蒲郡RCに2年半。そし

て大磯に戻ってきて大磯RCに入りました。大磯クラ

ブは人数は少ないですが非常にアットホームな良い

クラブです。非常にフラットです。どっちが偉い、

偉くないと言うことはない.みんな平等です。それ

が例会のやり方に現れていて、会長も幹事も平場に

座る。クラブによっては会長･幹事･SAAは雛壇に座

って、どことは言わないが偉そうにしているところ

はあります。大人のクラブはどうあるべきかと言う

ことで、このような形に変えさせて貰ったんですね。

そういった事でロータリーの最先端を行っているの

かなと思います。派閥があったり、面倒なことのあ

るクラブもあります。

・大藤さんの先任者杉山さんが卓話で｢欲深き人の

心と降る雪は積もるにつれて道を失う」と言う言葉

を教えてくれましたが、非常に感銘しまして他にそ

のような言葉を探して勉強になりました。ロータリ

ーと言うところは非常に勉強になるところです。

ロータリーの活動を活かして人生に大いに役立てて

欲しいし、世のため人の為役立てて頂きたいと思い

ます。是非頑張って下さい！！

歓迎･アドバイスの言葉は以上

この後百瀨さんが準備下さったビンゴゲ

ームと豪華景品で大いに盛り上がり、

20：30閉会。
。更にモロキニにて2次会、22時解散


