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2020-2021年度 RI テーマ
HIRATSUKA RC テーマ　

：ロータリーは機会の扉を開く
：手を差し伸べよう。まずはあなたの隣から

本日の卓話者ご紹介

卓 話

2021 4 1 3304 3304

4 1 62 61 38(38) 62.30

3 18 62 61 休会 ー

　本日は皆様の貴重なお時間をいただき感謝しておりま
す。平塚ロータリークラブに入会させていただいてから
一年半以上になりました。お陰様で少しは、慣れてきま
したので卓話のほうも何とかなるよと自分に言い聞かせ
ております、本日はよろしくお願いします。

　昭和３１年３月２８日に平塚市八重咲町で生まれまし
た。当年とって６５歳、めでたくと言ってよいのか微妙
なところですが前期高齢者になりました、若いときには
自分にもそんな時が来ること自体ほとんど考えたことが
ありませんでしたが、現実となると少し焦りも感じる今
日この頃です。

　終活ではありませんが自分の半生を振り返る良いきっ
かけだと思いお話しさせていただきます。家族構成は妻
と子供は男子が二人、孫が四人でございます。崇善小学
校卒業後、江陽中学に進み２年生から太洋中学に転校し
て卒業をしました。
家庭の事情で高校は中退してしまい、アルバイトをして

いる時に誘われて紅谷町にあった紳士服のマツヤに就職
しました、その頃、丁度、駅ビルが開業してラスカに支
店を出すことになりオープニングスタッフとして参加い
たしました、順調に勤務していたのですが若い頃から何
故だか独立心が強く、サクセスストーリーが好きで一人
で企業したいとずっと考えていました、しかしこの洋服
屋という仕事を続けて行ったときに資金がかかり独立す
るには相当、先になりこの仕事で独立するのは難しいな
と感じておりました。

　そんな矢先に知り合いから声をかけられて今の仕事の
前進になる設備工事業の道に入ることとなりました。
18 歳から始めて 26 歳で独立を果たし、しばらくは下請
けや孫請けで頑張っておりました。そうこうするうちに
世の中はバブル経済に入りこの時はさらに忙しく殆ど休
みなしで仕事をしておりました、その時代は当たり前だ
ったのですが、修行時代には今と比べ物にならないくら
いに厳しく育てられましたので忙しさは苦にならずむし
ろそのおかげで頑張れたのだと思います。

　私生活の方は 23 歳で結婚してハネムーンベイビーで
翌年に長男が誕生して、三年後に次男がおなかの中にい
るときに独立を致しました、家内もおそらく心配だった
と思いますが反対もせずに付いてきてくれました、今と
なると本当に感謝の一言です。

　若いときは怖いもの知らずで、根拠のない自信だけが
ありました。26歳で創業をして32歳で会社設立後33年
が経過しました、おかげさまで経営もそれなりに順調で
今のところコロナの影響も少なく済んでおりますので本
当に有難いことだと考えております。

　これからの課題といたしましては事業承継だと考えて
おります、おかげさまで二人の息子が後を継いでくれて
いますのであと数年後には一線を退こうと思い少しずつ
準備をととのえております。息子たちの嫁も会社に入り、
長男の嫁は家内から仕事を教わっており、次男の嫁も今
年からパートで働き始めました、孫も四人居るので誰か
が更に継いでくれて百年続くような、会社になってくれ
たうれしいなと考えております。

「新入会卓話」
株式会社 弘立

  代表取締役 又城雅弘

株式会社 弘立（こうりつ）
代表取締役 又城雅弘会員

　一線を退くと言っても完全に仕事を辞めてしまったら
ボケるといけませんので徐々に任せていくつもりでおり
ます。そして旅行や趣味のゴルフを楽しんで更に色々な
人と友達になり良い影響を受けて人生を有意義なものに
したいと考えております。

　ロータリークラブに入会したのもそんな気持ちからで
した。皆様どうぞ末永くお付き合いの程、よろしくお願
いいたします。
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委員会報告

　本日は皆様の貴重なお時間をいただき感謝しておりま
す。平塚ロータリークラブに入会させていただいてから
一年半以上になりました。お陰様で少しは、慣れてきま
したので卓話のほうも何とかなるよと自分に言い聞かせ
ております、本日はよろしくお願いします。

　昭和３１年３月２８日に平塚市八重咲町で生まれまし
た。当年とって６５歳、めでたくと言ってよいのか微妙
なところですが前期高齢者になりました、若いときには
自分にもそんな時が来ること自体ほとんど考えたことが
ありませんでしたが、現実となると少し焦りも感じる今
日この頃です。

　終活ではありませんが自分の半生を振り返る良いきっ
かけだと思いお話しさせていただきます。家族構成は妻
と子供は男子が二人、孫が四人でございます。崇善小学
校卒業後、江陽中学に進み２年生から太洋中学に転校し
て卒業をしました。
家庭の事情で高校は中退してしまい、アルバイトをして

会長報告

いる時に誘われて紅谷町にあった紳士服のマツヤに就職
しました、その頃、丁度、駅ビルが開業してラスカに支
店を出すことになりオープニングスタッフとして参加い
たしました、順調に勤務していたのですが若い頃から何
故だか独立心が強く、サクセスストーリーが好きで一人
で企業したいとずっと考えていました、しかしこの洋服
屋という仕事を続けて行ったときに資金がかかり独立す
るには相当、先になりこの仕事で独立するのは難しいな
と感じておりました。

　そんな矢先に知り合いから声をかけられて今の仕事の
前進になる設備工事業の道に入ることとなりました。
18 歳から始めて 26 歳で独立を果たし、しばらくは下請
けや孫請けで頑張っておりました。そうこうするうちに
世の中はバブル経済に入りこの時はさらに忙しく殆ど休
みなしで仕事をしておりました、その時代は当たり前だ
ったのですが、修行時代には今と比べ物にならないくら
いに厳しく育てられましたので忙しさは苦にならずむし
ろそのおかげで頑張れたのだと思います。

　私生活の方は 23 歳で結婚してハネムーンベイビーで
翌年に長男が誕生して、三年後に次男がおなかの中にい
るときに独立を致しました、家内もおそらく心配だった
と思いますが反対もせずに付いてきてくれました、今と
なると本当に感謝の一言です。

　若いときは怖いもの知らずで、根拠のない自信だけが
ありました。26歳で創業をして32歳で会社設立後33年
が経過しました、おかげさまで経営もそれなりに順調で
今のところコロナの影響も少なく済んでおりますので本
当に有難いことだと考えております。

　これからの課題といたしましては事業承継だと考えて
おります、おかげさまで二人の息子が後を継いでくれて
いますのであと数年後には一線を退こうと思い少しずつ
準備をととのえております。息子たちの嫁も会社に入り、
長男の嫁は家内から仕事を教わっており、次男の嫁も今
年からパートで働き始めました、孫も四人居るので誰か
が更に継いでくれて百年続くような、会社になってくれ
たうれしいなと考えております。

幹事報告

○クラブ会報委員会　青山紀美代委員長
（総合ページ）
・P63　平塚 RC雑誌委員会副委員長・鈴木成一会員
　私の一冊「交通誘導員ヨレヨレ日記」が紹介されまし
　た。今回で 5回目の掲載です。書籍の内容は、街なか
　でよく見かけるガードマン（交通誘導員）の実体験に
　基づく苦労話や感動エピソードなど、読了したらきっ
　と見る目が変わります。

　一線を退くと言っても完全に仕事を辞めてしまったら
ボケるといけませんので徐々に任せていくつもりでおり
ます。そして旅行や趣味のゴルフを楽しんで更に色々な
人と友達になり良い影響を受けて人生を有意義なものに
したいと考えております。

　ロータリークラブに入会したのもそんな気持ちからで
した。皆様どうぞ末永くお付き合いの程、よろしくお願
いいたします。

　４月 5日は鳥海会員のお誕生日です。

　知っている方も多いとは思いますが、鳥海会員と私は
同級生で、高校 1年生の時、1年 9組のクラスメイトで
す。高校というと、いろいろな地域から知らない人が集
まってくるわけですが、その中で最初に名前を覚えたの
は、鳥海君でした。なぜ最初に名前を覚えたとのか。そ
れは入学式の日に担任の先生が、鳥海君のことを祝って
くれたからです。

　先生は「今日お誕生日の人がいます」と発表して、鳥
海君にお饅頭をプレゼントしました。そして「これから
もみんなが誕生日の時はお饅頭をプレゼントするからな」
といってくれました。
恥ずかしそうに、でも嬉しそうにしていた鳥海君がとて
も印象的でした。それと同時に , 素敵なことをする先生
だなと感心しました。それからしばらく先生のお饅頭プ
レゼントは続きました。そして夏休みを挟んだ 9月。い
よいよ私の誕生日がやってきました。ワクワクしながら
学校に行きました。

　しかし、私がお饅頭をもらうことはありませんでした。
夏休みをはさみ、先生はお饅頭プレゼントのことはすっ
かり忘れてしまっていたのでしょう。それ以降、先生は
お饅頭どころか、誕生日の「た」の字も言わなくなって
しまいました。もう50年も前の話ですが、いまだにこの
ことは忘れられません。食べ物の恨みは怖いものです。

　それはさておき、私はこの出来事をきっかけに、一貫
性を持つということが、人から信頼されるうえで、いか
に大切な要素であるかということを学びました。
私たちロータリアンにも「奉仕を広め、その価値を高め
る」という創設以来の一貫した使命があります。そして
それを実践する手段として、この例会が存在します。

　コロナ禍において例会の在り方は変化しています。し
かし、私たちたちが守り続けなければならないことは、
どのような形であれ、例会に出席することではないでしょ
うか。平塚ロータリークラブに限らず、「時間がない」「忙
しい」という理由で例会を欠席することがあります。も
ちろん、「今日はどうしても……」という日はあります。
私だって、年に何回かは欠席せざるを得ないことがあり
ます。

大事なのは、時間がないとすぐにあきらめるのではなく、
ほかの方法がないかを考えることです。メーキャップや
Ｅクラブを活用できないか。できることはきっとあるは
ずです。

　例会への出席という行動だけでも、一貫性を持って取
り組むことで、「奉仕の理念を広め、その価値を高める」
という使命を成し遂げることに繋がる。私はそのように
思っています。

◎この度、平塚信用金庫執行役員本店営業部長の梅干野
　会員が異動となりました。
　梅干野会員には、2017年より現在までクラブの会計の
　任務を遂行して頂きました。ご苦労様でした。今後は
　同じビル内で、他の職務に就かれるとのことです。

◎令和 3年 4月 24 日、25 日開催予定でした平塚市緑化
　まつりが、先日中止決定との通知が来ました。
　それにより、当クラブの事業であります「巣箱づくり
　教室」も大変残念ですが、中止となります。

◎来週4月 8日 (木 )の例会は通常通り、グランドホテル
　神奈中「ゆりの間」となります。
　宜しくお願い致します。

本日の例会場は平塚商工会議所大ホールでした

・P17　「ロータリーに
感謝する瞬間」第 2780
地区・久保田英男
ガバナー

鎌倉 RCのクラブ国際
奉仕委員長として関わ
ったミャンマーのマイ
クロジェット事業。モ
ヤシ栽培農家との交流
を続け、村の発展を実
感。ロータリーを通し
た出会いに感謝。

・P73　ゼロから１をつくる
「そだね～」が有名なカーリング、ロコソラーレ代表理事・
本橋麻里さん。北海道出身のチーム青森メンバーとして
オリンピック出場。地元北海道に戻り選手育成のため資
金ゼロからクラブチームを創設した苦労と葛藤。チャレ
ンジ精神旺盛なリーダー。

・P45　声　一月号感想　雑誌委員長・青山紀美代
クロスワードに投稿し外れましたが、感想が一言掲載さ
れました。



メークアップ（MUP)

本日のスマイル

ゲスト

ビジター

卓話・行事予定

市内例会変更

0名

1名

0名

4月08日(木)

4月15日(木)

現在ございません。

今週のお祝い

誕生日祝い・・・秋山智会員、鳥海衡一会員、米山俊二会員
結婚祝い　・・・鈴木成一会員、渡邉美和会員

○クラブ会報委員会　青山紀美代委員長
（総合ページ）
・P63　平塚 RC雑誌委員会副委員長・鈴木成一会員
　私の一冊「交通誘導員ヨレヨレ日記」が紹介されまし
　た。今回で 5回目の掲載です。書籍の内容は、街なか
　でよく見かけるガードマン（交通誘導員）の実体験に
　基づく苦労話や感動エピソードなど、読了したらきっ
　と見る目が変わります。

平塚市市民文化交流親善担当
国際交流員　チェカナビチューテ　ラサ様
写真家　　　　　　田村美樹様

19名

JTB神奈川西支店平塚支店長　　宮下幸雄　様

クラブ会報委員会　◎ 葛西 敬　○ 浅野 康　又城 雅弘
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今月号の「ロータリーの友」の紹介記事発表の青山雑誌委員長

会長より誕生日祝いを受け取られた米山俊二会員

・P17　「ロータリーに
感謝する瞬間」第 2780
地区・久保田英男
ガバナー

鎌倉 RCのクラブ国際
奉仕委員長として関わ
ったミャンマーのマイ
クロジェット事業。モ
ヤシ栽培農家との交流
を続け、村の発展を実
感。ロータリーを通し
た出会いに感謝。

・P73　ゼロから１をつくる
「そだね～」が有名なカーリング、ロコソラーレ代表理事・
本橋麻里さん。北海道出身のチーム青森メンバーとして
オリンピック出場。地元北海道に戻り選手育成のため資
金ゼロからクラブチームを創設した苦労と葛藤。チャレ
ンジ精神旺盛なリーダー。

・P45　声　一月号感想　雑誌委員長・青山紀美代
クロスワードに投稿し外れましたが、感想が一言掲載さ
れました。

久保田ガバナーからのメッセージ
第三弾「緊急事態宣言解除後の活
動」をテーマに、4月4日に国際ロ
ータリー第2780地区内メンバーへ
向けメッセージが配信されました。

久保田ガバナーからのメッセージ第三弾

久保田ガバナーからのメッセージ第三弾

You Tubeで「久保田ガバナーからのメッセージ第三弾」
と検索するか、右上のQRコードからご視聴ください。




