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（柴田 智之副 SAA） にて開催されます。当日、準備がございますので SAA、出
席、親睦の各委員の皆様は、17 時までに会場にお集まり
ください。
5 月 13 日（金）地区大会が新高輪プリンスホテルにて
開催されます。通常ですと、本会議の後に懇親会がござい
ますが、今年度はコロナのため、懇親会は中止となりまし
た。
本日の例会終了後、理事会を開催いたしますので、理事
の皆様のご出席をどうぞよろしくお願いいたします。

●開会点鐘

（石岡 孝光会長）

●ロータリーソング「我らの生業」斉唱

●卓話「年男大いに語るⅡ」
若杉 司会員

皆さん、こんばんは。本日は 60
年を振り返って自己紹介的にお
話をさせて頂きたいと思います。
●会務報告
（石岡 孝光会長）
私は昭和 37 年 10 月 19 日生まれ
で今年で 60 歳になります。祖母
4 月 1 日（金）より、当クラブ
と両親と姉の 5 人家族です。両親
が世話クラブとなりまして、米山
の出身は新潟市内の海の近くで
奨学生を受け入れることになり
す。父親は祖母との養子縁組です
ました。お名前は姜名信（カンミ
ので、
父親の本当の母親は、
新潟の本家におりましたので、
ョンシン）さん、21 歳の韓国の女
私のいとこは現在
48
人おります。それだけおりますと、
性です。現在、東京都立大学の建
築学科で学んでいらっしゃいま 付き合いも大変ですのでそちらとは縁切りをして、育て
す。カウンセラーは犀川会員です。 られました。
幼い頃は、旅行へも行ったことはなく、春も夏も必ず新
例会にお見えになるのは 6 月からになります。
5 月 23 日（月）の IM（インターシティミーティング） 潟へ行きました。1 度だけ、星野会長に家族旅行で読売ラ
でございますが、開催にあたりまして、抗原キットで事前 ンドに連れて行ってもらったことが思い出です。私の両
に検査をしていただくことになりました。東京都より無 親は、勉強をしろと言うこともなかったので、子供の頃は
料のキットを提供してもらうのですが、それにあたり個 自由に遊んでいました。今考えると恐ろしいことですが、
人情報を提出するので皆様に許可をいただきたいと思い 真冬に多摩川を横断したりしていました。
高校は昭和第一学園へ入りましたが、1 年くらいで少し
ます。個人情報の提出を希望されない方はお申し出願い
おかしくなってしまいました。
その時に先代の社長が、何
ます。
をやっても良いし好きにすればいいと、但し人に迷惑は
※本日、内藤会員より恒久基金 1,000 ドルのご寄付をい
掛けるなと言われました。それを聞いて自分は目が覚め
ただきました。ありがとうございます。
て、学校も無事に卒業することが出来ました。私が 17 歳
●幹事報告
（岡野 景子幹事） の時に母親が胃ガンで亡くなりましたので、本当は外に
就職をしたかったのですが、家業を助けなさいと担任の
本日の例会前に社会奉仕委員 先生に言われまして、卒業をしてすぐ左官見習いとなり
会の炉辺会議が開かれました。こ ました。仕事はほとんどが夜です。左官の仕事は壁を塗る
れまでの活動について、鈴木洽六 だけで終わりではなく、水がはけて固まるまで待たなけ
社会奉仕委員長から報告がござ ればなりません。それを毎日のようにやるわけですが、先
輩達は毎朝 5 時頃にちゃんと出勤してくるので、皆本当
いました。
4 月 27 日（水）3 クラブ（昭島 によく身体が持つなあと思っていました。
先代が 14 年くらい前に亡くなりまして、姉が一昨年脳
RC・昭島中央 RC・国立白うめ RC）
の合同例会が立川の日航ホテル 腫瘍で亡くなりましたが、それまでに旅行に行ったりし

て家族孝行が出来たのかなと思っています。
●ニコニコ BOX
私が人生で 1 番勉強になったのは、ロータリークラブ
です。最初は、自分なんかが入会して大丈夫なのかと不安
だったのですが、2 年 3 年と過ぎ、先輩方の話を聞いてか
わいがっていただき、色々と勉強になりました。ある時、
内藤会員から会長をやれと言われ、とても出来ませんと 1
度はお断りしましたが、結局引き受けさせていただきま
した。準備期間を含めたその 2 年間は、どれだけのこと
が勉強になり、それが自信となったことか分かりません。
最後に出会いを与えてくれた先輩方、後輩達に感謝を
して、先輩方に教わったことを後輩達に教えていって、い
つまでも楽しい人生を送りたいと思います。今後共どう
●出席報告
ぞよろしくお願いいたします。

石岡 孝光会員
私は 1962 年 1 月生まれで、休
会の間に 60 歳になりました。生
まれは、戦艦大和が作られた、自
衛隊と造船の町で有名な広島県
の呉市です。それから大阪に 2 カ
所、東京都葛飾区、千葉県という
感じで転々としました。そして中
学 3 年の時に立川に引っ越してき
ました。受験に合わせて越してきたものですが、立川での
中学校生活は短いものでした。先ほど、卓話していただい
た若杉会員は、偶然にも同じ中学の出身です。同じ年に生
まれていますが、私が早生まれですので、学年では 1 つ
上です。
仕事についてですが、20 代の頃は、親戚の外構工事の
会社で働いていました。その頃、こちらも偶然ですが、志
賀さんの会社からお仕事を頂いていたりもしました。29
歳の頃になって、業務用のクリーニングや玄関マット、モ
ップのリースをやるビルメンテナンスの会社の下請けと
して独立しました。5 年間個人営業でやっていまして、そ
の頃は仕事が無くて、ご飯が食べられませんでしたので、
昼間は自分の仕事をして、夜は緑町にあった緑代行で運
転代行のアルバイトをやっていました。その頃は、当時の
JC の方々を送っていました。その後、有限会社にして人
材派遣の許可を取りました。許可を取ったので、クリーニ
ングの業界だけではなく、ドライバーの派遣や工場内の
作業員の派遣もやるようになりました。その状態で 20 数
年が過ぎました。つい 3 年程前に一般貨物運送という運
送業の許可を取りまして、増資をして株式会社にしまし
て、現在に至っております。
皆様が良くご存知の所ですと、昭島市の図書館の書籍
の配達はうちで請け負っています。もくせい号という移
動図書館の運転もしております。他には、
「海外に子ども
用車椅子を送る会」の車椅子を整備する前に各擁護施設
から集める作業なども請け負っております。
私がロータリークラブに入会させて頂いたのは、ちょう
ど 12 年前の寅年でした。本田さんが会長の時でした。入
会後、
「私の履歴書」ということで卓話をした時に、時間
がとても長く感じたのですが、大好きな競馬の話をしま
した。今日も残りの時間で競馬のお話をさせていただき
たいと思います。

（中村 重昭親睦委員）
○石岡会長
「年男大いに語る」若杉会員よろ
しくお願いします。
○岡野幹事
年男、石岡会長、若杉会員 卓話
ありがとうございました。

（佐伯 勉出席委員長）

会員数

48 名

出席義務会員

47 名

本日の出席

31 名

●委員会報告
内藤 征一ゴルフ部会長
4 月 7 日（木）ポリオ根絶チャリティーゴルフが開催さ
れ、当クラブからは 4 組出場しました。本日、団体戦の結
果が届きましたので、ご報告いたします。
本田会員は総合で準優勝（ロータリー財団賞）と多摩中
東コース優勝ベスグロ賞、渡邉会員は多摩中東コースニ
アピン賞です。

指田 裕士会員
皆様、昭和公園の桜をご覧にな
りましたでしょうか。実はその桜
は、小島会長・石岡幹事年度にア
ースデイの事業で、私は職業奉仕
委員長としてその桜を植えに行
きました。今、大変見頃となって
いますので、皆様も是非ご覧にな
ってください。

●次週例会予定

（岡野 和弘プログラム委員長）

2022 年 4 月 27 日（水）
3 クラブ合同例会（ホテル日航立川）

●閉会点鐘

（石岡 孝光会長）

