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例会日 欠席者名会員数 出席 出席％ 欠席

今
後
の
情
報

日　付 時　間 回　数 プログラム内容

前々回

前　回

本　日

３４（１２）

３４（１２）

３４（１２）

７月　４日（火）

７月１１日（火）

７月２５日（火）

８月 　１日（火）

８月 　８日（火）

８月 １５日（火）

８月 ２２日（火）

卓話「会員増強」

取止め例会（祝日週）

取止め例会（お盆）

２６００回記念夜間例会

本田・石高・田辺

本田

3

1

90.63

96.67

29

29

２５９９

２６００

１２：３０

１８：３０

武田　茂　会長

第25９７回　2017年7月１１日（火）
司　　会／伊藤　彦二　会員

Ｓ.　　Ｌ.　／片山 武蔵　会員

斉　　唱／「四つのテスト」

ゲ ス　ト／なし

ビジター／大和中ＲＣ会長　小栁　智裕様

　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　北砂　明彦様

　　　　　　　大和田園ＲＣ会長　栗城　　　博様

　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　古木　哲夫様

　　　　　　　　　　座間ＲＣ会長　細川　康治様

　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　矢部　雅文様

会長の時間

幹事報告

・佐野年度に入会した会員へ記念品

が届いております。（相原さんは新会

員セミナーで受け取り済です。）

・７月１８日（火）例会はお休みです。

・９月１８日（月）祝日は地区大会です。

場所は、相模女子大学グリーンホー

ル・小田急ホテルセンチュリー相模大野。出欠表を回覧します

ので、チェックをお願いします。プログラムも回覧しておりますの

でご確認下さい。

【ポスティング】・次第・週報・ガバナー月信

【回覧】・相模原南ロータリークラブ　週報・リベルタ移転のお知

らせ・タウンニュース（ロータリークラブ・ライオンズクラブ新役員

人事のお知らせ）・平成29年度大和市社会福祉協議会特別

会員へのご加入・継続について・『ロータリー米山記念奨学会

５０年のあゆみ』刊行について・大和市国際化協会　pal

皆さんこんにちは。今日の会長の

時間は、後ほどの卓話で（私の話は）

たっぷりとありますので、特別に報告

はありませんが、先週の「やろう会」に

おいては、戸張親睦委員長を始め、

委員会メンバーが一丸となり、とても

良い会になったと思います。

「宮東会長、一年間の労をねぎらえられたでしょうか？」…　

（宮東会長頷く）

皆さんありがとうございました。会員、会員奥様含め女性も

１０名ご参加をいただきました。会場であった（スカイビルの）

香月コーヒーさんの雰囲気も明るく清潔でとても良いと思い

ます。機会があれば今後とも鋭意利用したいと思います。以

上、会長の時間といたします。

森川　良三　幹事

諸先輩の人生を語っていただこうと、この企画を考えました。

メンバーですでにお亡くなりになった　横沢さん、河野さん、

蒲生さん、中里さん・・・・切りがありませんが、いまさらですが、

この歳になるともっと色々お話を聞きたかったなーと思いまし

た。長い人生です色々でしょう。だまされた話・うまくいった話・

情けない話・なんでも良いので皆様に語っていただこうと思い

ました。皮切りに私の絵描きのルーツをお話いたします。

私のルーツは父は埼玉県都幾川村　母は静岡県藤枝の出

で北朝鮮の黄海38度線の上で両親は結婚、父は早稲田を卒

業後中野兵学校を卒業後　憲兵。母は水道局長の娘で御縁

で一緒になりました。

戦局は悪化し終戦後　母は夜を徹して歩き無事船で帰国。

父はロスケにつかまり　モスクワの近くで3年間捕虜生活を送り

無事生還。その後　私は両親が帰国して数年後、久里浜の牛

小屋で生まれ（キリストは馬小屋）、1～2歳で世田谷に移り住

み　青葉台　経堂　つくし野　そして現在のつきみ野に引っ越し

てまいりました。

子供の頃父親によくなぐられました。憲兵だったせいかもし

れません。なぐられると痛いことを知りました。小金澤さんも若

い頃は喧嘩早くて殴る側だったそうですが、集団で殴られ痛

さを知り（殴られるとこんなに痛いんだ！！）と思ったそうです。そ

れ以降あのように、穏和な性格になった様です。（従業員の方

も社長の怒ったところを見たことがないそうです。）　

青葉台に住んで高校3年生の時、富山出身の仲良くしてい

ただいた高校の先生に相談しました。絵描きになりたいと！　絵

描きだけはよせ！　食えないから！一度あきらめました。

好きな物は絵と電気関係でしたので大学は通信工学に進

みました。があきらめ切れず大学は横に卒業。原宿のデッサン

学校に通い始めました。父親には黙っての行動で1年間勘当

でしたが、母親が助けてくれました。

20歳の時　渋谷の東急プラザ　アートコーヒーでカウンター

の中でコーヒーをたてて出すアルバイト。ある日カウンターの

私の前にでかい外人が立ちはだかり何か言っています。さっぱ

りわかりません。誰か英語しゃべれるのいるか？従業員に聞きま

したところ、あの娘しゃべれるみたいよということでかみさん登

場　かみさんは津田に通いながら同じ店でパンを売るアルバイ

ト（外人の言っていたことは近くに映画館ありますか？　何を上

映してますか？）だそうで、機嫌良く外人は出て行きました。

ある日かみさんと帰り道が一緒の東横線　デートでミニミニ

大作戦　映画。

3年後パリに絵の勉強に行く　かみさんも一緒に行くと言いの

ちに私は画材屋でアルバイト　かみさんはソニーに入社　お互

羅針盤のない道

い20歳でした。3年間必死

に働き今から約50年前2

人で180万円貯めました。

私の残業などは月130時

間は当たり前で目的のため必死でした。当時大卒の初任

給が24,000円　4畳半のアパートの家賃が10,000円と言

う時代でした。携帯はもちろん、ファックスもない時代。

大桟橋から船で津軽海峡を通りソ連のナホトカそして

鉄道でハバロフスク、旅行費148,000円12日間。船・鉄道

で8日間、全部で12日間、地球はでかい。ソ連　モスクワ　

（ウクライナ）チェコスロバキア　ウイーン　ドイツ　フランスの

パリ。エッフェル塔近くのホテルを3日間予約していたので

宿泊している間に安ホテルを探し、安ホテルに居る間にア

パートを探して、アパート代が80,000円、家具付きシャワ

ートイレ付き。私はフランス美術館無料パスを大使館に申

請。最初の一年パリでかみさんはアリアンスフランセーズに

通い自分は美術館通い。イタリア米のおにぎりを持って毎

日美術館に出勤。

そんなこんなで1年180万円がなくなりました。さてどう

しよう！！　帰りの飛行機代までくいこみました。大使館でも

行って金借りようか！！　そんなとき　かみさんが仕事を見つ

けてきました。オペラ座近くの画廊でした。

かみさんの給料を当てにして生活2年ぐらい　威張って

給料の中から家賃を払い・・　画廊の主人がお前の亭主も

絵を描いているのだろう！！持ってきな！！描きためて絵の中か

ら選りすぐりを3枚を持って行かせました。その日に2枚売

れました。画廊の主人は機嫌が良く10枚持ってこいと！！こ

こから半分作家活動がはじまりました。

【予告　次回の話】絵と車を交換して（プジョー）でした。

パリで初めての車　ヨーロッパ中旅行に出ることになりま

す。ほとんどの国は行きました。ヨーロッパは特にフランス

は山がない　直線で100ｋなどは当たり前。国中麦畑　優

先道路　左側優先　地方夜の道は完璧な闇夜　3車線　フ

ランスは山がほとんどないためトンネルがありません。新幹

線・高速道路は日本の三分の一の予算。

クラッチが滑り走らない。車の下に潜りクラッチ板を直し

たり・・・スペインのタクシーは100万キロはあたりまえ！

【旅の先々の話】スペインで町の一角を描いていたとき

家族全員出てきて今描いているのは私の家だ、その絵を

売ってくれということで描きためているからだめだ！！しつこい

のでわかった、プレゼントすると言ったら家までつれていか

れ　沢山いる鳩　どの鳩がいいか？？まさか・・・・・公ご期待！

本日 ￥４２,０００  累計 ￥９５,０００

◆大和中ＲＣ会長小栁智裕様、幹事北砂明彦様／本年会

長・幹事を務めさせていただきます小栁、北砂です。大和

中ＲＣは本年４０周年を迎えます。皆さまよろしくお願い致しま

す。

◆大和田園ＲＣ会長栗城博様、幹事古木哲夫様／本年度

大和田園ＲＣの会長に就任した栗城博です。幹事の古木哲

夫です。一年間よろしくお願いいたします。

◆座間ＲＣ会長細川康治様、幹事矢部雅文様／本日はお

世話になります。今年一年どうぞよろしくお願い致します。

◆武田茂会長／３クラブの会長・幹事、ようこそいらっしゃい

ました。

◆森川良三幹事／座間、大和田園・大和中、みんな兄弟

みたいなものです。私も近々伺いますので、その時や優しくし

てください。

◆宮東悠会員／７月４日の野郎会では、伊藤幹事共々、家

族も大変お世話になりました。みな様の日頃に感謝申し上げ

ます。本当に楽しい一年間でございました。

◆岡田安二会員／武田、森川さんの前途をお祈りいたしま

す。スマイルがさびしいようです。頑張ってください。

◆松川清会員／九州地方では大変な異常気象が生じてお

ります。台風の時期を前にご苦労が大きなご負担が重く思い

ます。頑張ってください。激励申し上げます。

◆花岡正会員／座間クラブ会長幹事さん大和中クラブの会

長幹事さん、大和田園クラブの会長幹事さんようこそ大和ク

ラブへ１年間頑張ってください。

◆佐々木和夫会員／本日は大和中、大和田園、座間ＲＣの

会長幹事の皆様ようこそいらっしゃいました。また、昨年度最

終例会は出席率１００％でしたね。道岸前委員長の熱意が伝

わりました。

◆伊藤健司会員／先般の野郎会は戸張

親睦委員長をはじめ、たくさんの人々にい

やしていただき、ありがとうございました。近

隣クラブのみな様、お身体を大切に一年間

どうぞよろしくお願いします。

◆古木通夫会員／夏の一句「草むしり　こ

んなに流れる　滝の汗」

◆増正之会員／１）７月４日午後６時、助座にて大和市社会

福祉協議会の新旧役員会に出席し、退任のあいさつし、又、

感謝状をいただきました。２）大和中ＲＣ会長、小栁智裕様、

幹事北砂明彦様、大和田園ＲＣ会長栗城博様、幹事古木哲

夫様、座間ＲＣ会長細川康治様、幹事矢部雅文様、よくおい

で下さいました。今年度も仲良く協力し奉仕活動をしたいと

思います。よろしくお願いいたします。

◆石高誠一会員／最近暑さでバテ気味です。皆さんも水分

の補給をしっかり取ってください。

◆冨岡弘文会員／座間クラブの細川さんとは私が幹事を務

めた際に同期の幹事仲間でした。あれから２度目の会長就任

との事、大変かと存じますが、かげながら応援しております。

◆松川健治会員／大和中ＲＣ、小栁会長・北砂幹事、大和

田園ＲＣ栗城会長・古木幹事、座間ＲＣ星川会長・矢部幹

事、ようこそおいで下さいまして、ありがとうございます。

◆戸張美穂会員／お誕生日のお花ありがとうございます。い

くつになってもお花をいただくのはうれしいものです。又、７月４

日の野郎会では皆さまありがとうございました。暑い日が続き

ますので皆さま熱中症にお気を付けください。

委員会報告

◆ＳＡＡ／伊藤彦二会員

出欠について。本日は委員会別の席

になっています。

◆親睦委員会／戸張美穂委員長

本日委員会を行いますのでお願いし

ます。

◆クラブ会報委員会／

　　伊藤健司委員長

例会終了後委員会を開催します。

座間ＲＣ　細川会長

会員お誕生祝い戸張君

お祝いの報告
相原委員

佐野直前ガバナーより新会員にプレゼント

片山ソングリーダー

スマイルＢＯＸ報告
相原委員

出席報告　籾山委員

卓話

座間ＲＣ　矢部幹事

大和中ＲＣ　小栁会長

大和中ＲＣ　北砂幹事

大和田園ＲＣ　栗城会長

大和田園ＲＣ　古木幹事

自分の人生観について

会長　武田　茂
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で一緒になりました。

戦局は悪化し終戦後　母は夜を徹して歩き無事船で帰国。

父はロスケにつかまり　モスクワの近くで3年間捕虜生活を送り

無事生還。その後　私は両親が帰国して数年後、久里浜の牛

小屋で生まれ（キリストは馬小屋）、1～2歳で世田谷に移り住

み　青葉台　経堂　つくし野　そして現在のつきみ野に引っ越し

てまいりました。

子供の頃父親によくなぐられました。憲兵だったせいかもし

れません。なぐられると痛いことを知りました。小金澤さんも若

い頃は喧嘩早くて殴る側だったそうですが、集団で殴られ痛

さを知り（殴られるとこんなに痛いんだ！！）と思ったそうです。そ

れ以降あのように、穏和な性格になった様です。（従業員の方

も社長の怒ったところを見たことがないそうです。）　

青葉台に住んで高校3年生の時、富山出身の仲良くしてい

ただいた高校の先生に相談しました。絵描きになりたいと！　絵

描きだけはよせ！　食えないから！一度あきらめました。

好きな物は絵と電気関係でしたので大学は通信工学に進

みました。があきらめ切れず大学は横に卒業。原宿のデッサン

学校に通い始めました。父親には黙っての行動で1年間勘当

でしたが、母親が助けてくれました。

20歳の時　渋谷の東急プラザ　アートコーヒーでカウンター

の中でコーヒーをたてて出すアルバイト。ある日カウンターの

私の前にでかい外人が立ちはだかり何か言っています。さっぱ

りわかりません。誰か英語しゃべれるのいるか？従業員に聞きま

したところ、あの娘しゃべれるみたいよということでかみさん登

場　かみさんは津田に通いながら同じ店でパンを売るアルバイ

ト（外人の言っていたことは近くに映画館ありますか？　何を上

映してますか？）だそうで、機嫌良く外人は出て行きました。

ある日かみさんと帰り道が一緒の東横線　デートでミニミニ

大作戦　映画。

3年後パリに絵の勉強に行く　かみさんも一緒に行くと言いの

ちに私は画材屋でアルバイト　かみさんはソニーに入社　お互

羅針盤のない道

い20歳でした。3年間必死

に働き今から約50年前2

人で180万円貯めました。

私の残業などは月130時

間は当たり前で目的のため必死でした。当時大卒の初任

給が24,000円　4畳半のアパートの家賃が10,000円と言

う時代でした。携帯はもちろん、ファックスもない時代。

大桟橋から船で津軽海峡を通りソ連のナホトカそして

鉄道でハバロフスク、旅行費148,000円12日間。船・鉄道

で8日間、全部で12日間、地球はでかい。ソ連　モスクワ　

（ウクライナ）チェコスロバキア　ウイーン　ドイツ　フランスの

パリ。エッフェル塔近くのホテルを3日間予約していたので

宿泊している間に安ホテルを探し、安ホテルに居る間にア

パートを探して、アパート代が80,000円、家具付きシャワ

ートイレ付き。私はフランス美術館無料パスを大使館に申

請。最初の一年パリでかみさんはアリアンスフランセーズに

通い自分は美術館通い。イタリア米のおにぎりを持って毎

日美術館に出勤。

そんなこんなで1年180万円がなくなりました。さてどう

しよう！！　帰りの飛行機代までくいこみました。大使館でも

行って金借りようか！！　そんなとき　かみさんが仕事を見つ

けてきました。オペラ座近くの画廊でした。

かみさんの給料を当てにして生活2年ぐらい　威張って

給料の中から家賃を払い・・　画廊の主人がお前の亭主も

絵を描いているのだろう！！持ってきな！！描きためて絵の中か

ら選りすぐりを3枚を持って行かせました。その日に2枚売

れました。画廊の主人は機嫌が良く10枚持ってこいと！！こ

こから半分作家活動がはじまりました。

【予告　次回の話】絵と車を交換して（プジョー）でした。

パリで初めての車　ヨーロッパ中旅行に出ることになりま

す。ほとんどの国は行きました。ヨーロッパは特にフランス

は山がない　直線で100ｋなどは当たり前。国中麦畑　優

先道路　左側優先　地方夜の道は完璧な闇夜　3車線　フ

ランスは山がほとんどないためトンネルがありません。新幹

線・高速道路は日本の三分の一の予算。

クラッチが滑り走らない。車の下に潜りクラッチ板を直し

たり・・・スペインのタクシーは100万キロはあたりまえ！

【旅の先々の話】スペインで町の一角を描いていたとき

家族全員出てきて今描いているのは私の家だ、その絵を

売ってくれということで描きためているからだめだ！！しつこい

のでわかった、プレゼントすると言ったら家までつれていか

れ　沢山いる鳩　どの鳩がいいか？？まさか・・・・・公ご期待！

本日 ￥４２,０００  累計 ￥９５,０００

◆大和中ＲＣ会長小栁智裕様、幹事北砂明彦様／本年会

長・幹事を務めさせていただきます小栁、北砂です。大和

中ＲＣは本年４０周年を迎えます。皆さまよろしくお願い致しま

す。

◆大和田園ＲＣ会長栗城博様、幹事古木哲夫様／本年度

大和田園ＲＣの会長に就任した栗城博です。幹事の古木哲

夫です。一年間よろしくお願いいたします。

◆座間ＲＣ会長細川康治様、幹事矢部雅文様／本日はお

世話になります。今年一年どうぞよろしくお願い致します。

◆武田茂会長／３クラブの会長・幹事、ようこそいらっしゃい

ました。

◆森川良三幹事／座間、大和田園・大和中、みんな兄弟

みたいなものです。私も近々伺いますので、その時や優しくし

てください。

◆宮東悠会員／７月４日の野郎会では、伊藤幹事共々、家

族も大変お世話になりました。みな様の日頃に感謝申し上げ

ます。本当に楽しい一年間でございました。

◆岡田安二会員／武田、森川さんの前途をお祈りいたしま

す。スマイルがさびしいようです。頑張ってください。

◆松川清会員／九州地方では大変な異常気象が生じてお

ります。台風の時期を前にご苦労が大きなご負担が重く思い

ます。頑張ってください。激励申し上げます。

◆花岡正会員／座間クラブ会長幹事さん大和中クラブの会

長幹事さん、大和田園クラブの会長幹事さんようこそ大和ク

ラブへ１年間頑張ってください。

◆佐々木和夫会員／本日は大和中、大和田園、座間ＲＣの

会長幹事の皆様ようこそいらっしゃいました。また、昨年度最

終例会は出席率１００％でしたね。道岸前委員長の熱意が伝

わりました。

◆伊藤健司会員／先般の野郎会は戸張

親睦委員長をはじめ、たくさんの人々にい

やしていただき、ありがとうございました。近

隣クラブのみな様、お身体を大切に一年間

どうぞよろしくお願いします。

◆古木通夫会員／夏の一句「草むしり　こ

んなに流れる　滝の汗」

◆増正之会員／１）７月４日午後６時、助座にて大和市社会

福祉協議会の新旧役員会に出席し、退任のあいさつし、又、

感謝状をいただきました。２）大和中ＲＣ会長、小栁智裕様、

幹事北砂明彦様、大和田園ＲＣ会長栗城博様、幹事古木哲

夫様、座間ＲＣ会長細川康治様、幹事矢部雅文様、よくおい

で下さいました。今年度も仲良く協力し奉仕活動をしたいと

思います。よろしくお願いいたします。

◆石高誠一会員／最近暑さでバテ気味です。皆さんも水分

の補給をしっかり取ってください。

◆冨岡弘文会員／座間クラブの細川さんとは私が幹事を務

めた際に同期の幹事仲間でした。あれから２度目の会長就任

との事、大変かと存じますが、かげながら応援しております。

◆松川健治会員／大和中ＲＣ、小栁会長・北砂幹事、大和

田園ＲＣ栗城会長・古木幹事、座間ＲＣ星川会長・矢部幹

事、ようこそおいで下さいまして、ありがとうございます。

◆戸張美穂会員／お誕生日のお花ありがとうございます。い

くつになってもお花をいただくのはうれしいものです。又、７月４

日の野郎会では皆さまありがとうございました。暑い日が続き

ますので皆さま熱中症にお気を付けください。

委員会報告

◆ＳＡＡ／伊藤彦二会員

出欠について。本日は委員会別の席

になっています。

◆親睦委員会／戸張美穂委員長

本日委員会を行いますのでお願いし

ます。

◆クラブ会報委員会／

　　伊藤健司委員長

例会終了後委員会を開催します。

座間ＲＣ　細川会長

会員お誕生祝い戸張君

お祝いの報告
相原委員

佐野直前ガバナーより新会員にプレゼント

片山ソングリーダー

スマイルＢＯＸ報告
相原委員

出席報告　籾山委員

卓話

座間ＲＣ　矢部幹事

大和中ＲＣ　小栁会長

大和中ＲＣ　北砂幹事

大和田園ＲＣ　栗城会長

大和田園ＲＣ　古木幹事

自分の人生観について

会長　武田　茂


