
プログラム
点鐘（12：30）／ロータリーソング（それでこそロータリー・
四つのテスト）／ビジター・お客様紹介／卓話講師紹介／会
長の時間／幹事報告／委員長報告／ニコニコボックス／出
席報告／卓話／点鐘（13：30）〈司会：島村拓史SAA〉

会長の時間
2022-23年度 会長　石井成人

≪ビジター・お客様紹介≫  石井照典様
≪卓話講師紹介≫  山田和宏会員、小橋誠会員
≪会長挨拶≫

　皆さんこんにちは。川越祭りが終わり
ましたが、市内の主な通りには山車の通っ
た跡が白く残っていて、祭りのにぎわい
を思い出させます。15 日の午後から天気
も持ち直し、もの凄い人出でした。関係
者の皆様、お疲れ様でした。
私は、15日（土）に、米山奨学生学友の

王ゲイセン（センちゃん）と、ドアンミー
リン（リンさん）と、京野さん、野溝さんと、祭り見物をしま
した。残念ながらミンさんは都合で欠席でしたが、学友の二人は、
昨年、一昨年のコロナ禍の中で、祭りや各種行事も中止となり、
今回初めて、川越祭りに参加することが出来てたいへん喜んで
いました。また、二人とも立派に社会人として、センちゃんは、
東京電力の風力発電事業で、ミンちゃんは、西原商会の経理の
仕事で頑張っている話を聞いて、成長したものだと感心すると
ともに、多くの皆様のご支援やご指導の賜物と感謝します。
　今日は、統計の日ということで、川越商工会議所に川越祭
りの来場者数を聞いて見たところ、今回はまだ集計が出てい
ないそうです。今までは、概算で出していたものを、今回は
AI ？を活用して正確に割り出しているようで、少し時間が
かかっているようす。どこまでの数字が必要かは分かりませ
んが、私たちは色々な場面や企業活動においても、改めて数
字の大切さ、数字から見える希望や怖さを頭の中で整理して、
将来に向けて考えなければならないと思います。
≪入会式≫

神谷勉様
（紹介者：立原雅夫会員、岩堀和久会員）
株式会社丸広百貨店　代表取締役社長、昭和
29 年 12 月 7 日生まれ（67 歳）
〇神谷勉新会員挨拶
　皆さん、こんにちは。私は、百貨店に入り

まして 45 年が過ぎ、また、大久保敏三前社長から、社長を
引き継ぎまして7年経ちます。趣味は渓流釣りとテニスです。
今後、ロータリークラブの皆様とは、早いうちに仲良くなり、

〈配偶者誕生日〉
藤井潔・みどり、山﨑共子・ 嘉正、若林圭・衣子、上原孝之・
亮子、久保田誠・陽子、金剛清輝・裕美
〈結婚記念日〉
小谷野和博、吉﨑秀夫、福島一嘉、鈴木健二、坂口孝、池袋賢
一、石川恭也、高橋哲彦、米原恭淳、山本元隆
〇次週卓話：講　師：相原茂吉会員、
　　　　　　テーマ：「ロータリーの原点」

ニコニコボックス（ニコニコボックス委員会　小峰利久委員）
● 新会員神谷勉様、ご入会おめでとうございます。ロータリー
クラブライフを楽しんで下さい。〈会長、幹事〉
● 元会員石井照典様ようこそお出で下さいました。久しぶり
の例会楽しんでいって下さい。〈会長、幹事〉
● 山田和宏会員、イニシエイションスピーチ楽しみにしてお
ります。〈会長、幹事〉
● 小橋誠会員、イニシエイションスピーチ楽しみにしており
ます。〈会長、幹事〉
● 神谷さん入会おめでとうございます。〈立原、岩堀、馬場
（弘）、山田（哲）、西澤、栗原、坂口、片山、相原、小林、
小杉、小川、今泉（清）、久保田、小髙、水村、塩野、長島、
西川、八木、小谷野、馬場（常）〉
● 歴史と伝統ある川越ロータリークラブに入会させていただ
きます。よろしくお願いします。〈神谷〉
● 石井照典さんようこそ。元気にしていますか？これからも宜し
く。〈西澤、馬場（常）、小杉、伊藤、馬場（弘）、相原、坂口、
島村、水村、小川、鈴木（壮）、長島、西川、八木、小谷野、金剛〉

● 皆さまには益々ご健勝にてご活躍の段、大慶に存じます。本日
は久し振りの里帰り、一刻お仲間に加えて下さい。〈石井（照）〉

● 小橋会員、山田和宏会員、本日の卓話楽しみにしています。
ガンバッテ下さい。〈山田（哲）、栗原、住谷、小川、洞井、
久保田、島村、鈴木（壮）、西川、齊藤（智）、馬場（常）、小髙〉
● 本日イニシエイションスピーチさせて頂きます。宜しくお
願いします。〈山田（和）〉
● 入会させて頂き早や１年３ヶ月、本日のイニシエイション
スピーチよろしくお願いします。〈小橋〉
● 次男大祥（ともよし）君が、母校立教新座のチャペルで結婚式を
挙げました。三人の子供達が巣立ってくれて安心しました。〈野溝〉

● 川越祭りは、大盛況に終わりました。幸町の新米自治会長として、
２台の山車を無事運行できました。感謝・感謝・感謝です。〈西川〉

● ３年ぶりのお祭りで疲れました。〈𠮷﨑〉
● 神幸祭に参加させていただきました。大変貴重な経験をあ
りがとうございました。〈星、久保田〉
● 川越まつりでは神幸祭に参加させて頂きありがとうござい
ました。心残りは“おう！”の返事が小さいと皆に怒られ
たことです。また転勤できない理由ができました。〈小城〉
● ３年ぶりの川越まつりは、ロータリーのご縁から仲町の山
車を曳かせて頂きました。仲町の皆様と中台囃子連の皆様
と素敵な思い出がつくれました。ありがとうございました。
〈青柳、小川、山田（哲）、須賀〉
● 主人のお誕生日のお花、ありがとうございました。〈山﨑〉
● 「千ノ梛」大変美味しく頂きました。ありがとうございます。〈丸山〉
● 早退１名（敬称略） 合計111,000円

出席報告 （出席委員会　青柳英史委員長）

卓話 （イニシエーションスピーチ）

●講師：山田和宏会員
　1969 年 4月生まれの 53歳、血液型はB型。
川越市吉田で生まれ、小中高と川越の学校で過
ごし、芝浦工業大学卒業後、1998 年に有限会
社山田塗装工業所入社し、現在に至っています。

　山田塗装工業所は、新幹線のパンタグラフの塗装も行って
いる会社です。パンタグラフの見本を回覧していますのでご
覧ください。私の父が、昭和 40 年に創業し、今年で創業 58
年になります。父は 4年前に他界しましたので、私が 2代目
社長として後を継いでいます。当社では、建材・工作機械・
介護医療製品、事務機、アミューズメント、自動車部品、照
明器具、交通インフラ等の金属の塗装を行って　います。一
番多く取り扱っているのは、セガさんのクレーンゲーム、い
わゆるUFOキャッチャーです。取引銀行は、埼玉りそな銀行、
飯能信用金庫、群馬銀行、武蔵野銀行、足利銀行ですが、川
越RCでは、武蔵野銀行の小峰支店長にお世話になっていま
す。川越RCに入会させていただき、会社としても個人とし
ても勉強させていただきたいと考えておりますので、今後と
もご指導のほど、よろしくお願いいたします。

●講師：小橋誠会員
　P&D コンサルティングは、UNICUS、U_
LACE を開発・管理・運営をしている会社で
す。川越には、UNICUS川越、UNICUS南古谷、
U_PLACE があり、地域密着型商業施設でも
ありますので、川越市の発展に寄与したいと

思い、岩堀さんにお願いし入会させていただきました。私は、
1960 年 7 月生まれの 62 歳、獅子座のO型です。出身は大阪
で、大学入学を機に東京に出てきて、以後 40 数年関東で暮
らしています。
　大学卒業後、長い間、住友信託銀行で働きました。土地信
託という商品で、多くのお客様の土地の有効活用を手掛けま
した。土地信託の代表例は、早稲田大学のリーガロイヤルホ
テルなどです。私が手掛けた、埼玉の大型商業施設はイオン
モール浦和美園、アリオ上尾等です。私は、住友信託銀行で
は珍しく、千代田区と中央区でしか勤務がありませんでした
が、2014 年春にヤオコーへの出向を命じられました。
　これが、川越人生の始まりです。ヤオコーで思い出深いも
のは、「店舗研修」と「ヤオコー大運動会」です。店舗研修
は、肉体労働中心でしたが、それ以外にも色々な経験をさせ
ていただき、中でもレジは、並んでいるお客さんから、「ト
ロトロするな」との冷たい視線を感じ、冷や汗ものでした。
ヤオコー大運動会は、毎回、多彩なゲストを招き、郷ひろみ
出演時には、パートのおばちゃんたちは大はしゃぎでした。
恒例の、ヤオコーウルトラクイズの 2回目からは、川野会長
のポケットマネーでのニューヨークペア旅行券が優勝賞品と
なり、司会の福澤朗の「ニューヨークへ行きたいか！」との
掛け声のもと、大盛り上がりでした。ウルトラクイズの問題
は、ヤオコーの店舗数を問う問題から始まり、澄人社長が最
初に奥様とデートをした場所へと発展していきます。その時、
会場の巨大モニターに映し出された奥様は、とてもとても美
しい方でした。P&Dには奥様の実のお父様がいますが、こ
の人から、どうしてこんな美しい人が出来たんだろうと、今
でも不思議です。楽しいヤオコー生活を終え、2016 年春に
P&Dに転職しました。P&Dでは、主に、U_PLACEのコン
ペから設計・工事・テナントリーシング等を担当し、川越に
どっぷり浸かる毎日でした。お陰様で、コロナ過ではありま
したが、2020 年 6 月に、無事、開業出来ました。U_PLACE
の開発にあたって、一つだけ残念なことがあります。U_
PLACE の 1 階に福登美さんにご出店いただきたいと思い、
当時、坂口さんにお願いに行きましたが、残念ながら断られ
ました。もし、ご出店いただいていたなら、今頃、炉辺会合
やゴルフの表彰式がU_PLACE で行われていたかと思うと、
つくづく残念です。現在は、UNICUS 川越に昨年開業しま
した人間ドックの運営に関与しています。機会があれば、ど
こかの卓話の時間に、一緒にやっている埼玉医大の客員教授
を講師として、予防医学について話をさせていた
だければと思います。今後とも、よろしくお願い
いたします。

出来る限りロータリーの発展のため、また、川越市全体の発
展のために微力ながら尽力してまいりたいと思います。今後
とも、何かとよろしくお願いいたします。
所属委員会：親睦委員会、職業分類：百貨店
≪地区大会表彰≫
会員増強優秀クラブ・2570地区第1位：小高年度に10名の増強、
今泉清詞会員：在籍 50 年超正会員、 30 年以上 100％出席正
会員、 満 90 歳以上正会員
髙口邦輔会員：満 90 歳以上正会員
馬場弘会員：30 年以上 100％出席正会員
馬場常正会員：30 年以上 100％出席正会員
地区大会のプログラムと記念品のお酒を本日お渡しします。
≪お客様挨拶≫ 石井照典様

　皆さま、お久しぶりでございます。退会し
てから 6ヶ月経ちました。その間に、近所の
お店も 2～ 3 軒衣替えしており月日を感じま
したが、皆さんの顔を見たら、年を取ってい
ないので、安心しました。
　今日は一言ですので「諸悪莫作、衆善奉行

（しょあくまくさ、しゅぜんぶぎょう）」、悪いことはするなよ、
善いことをしろよという意味の仏典の言葉です。これで、皆
さん、元気で良い日々をお過ごしいただければと思います。
また来た時には寄らせていただきますので、冷たくせず、よ
ろしくお願いいたします。

幹事報告
2022-23年度 幹事　野溝 守

　台北西北RC創立 62 周年記念式典の返
礼品、記念の冊子等が届いております。
　10 月 23 日（日）のポリオ根絶クラシッ
クカーラリーの協力のお願いです。大宮
氷川神社を 8時半に出発して、連雀町交
差点に 9時に到着し、一番街を走行し山
田交差点を通過してから秩父に向かいま
す。ご協力いただける方には、旗、うち

わを配布いたします。
回覧は、11月 4日（金）の親睦ゴルフの出欠表、11月 27日（日）

小江戸川越ハーフマラソン大会での「希望の風募金活動」のお
願いをさせていただいておりますので、よろしくお願いします。
　配布物は、会報、地区大会資料、村田ガバナーからの「表
彰者掲載不手際のお詫文」、ハイライト米山No.271 です。

委員長報告（親睦委員会　小谷野和博委員）
● 10 月のお祝い（敬称略）
〈誕生日〉
阿部好弘、川合善明、齊藤智、𠮷澤徳安、京野弘一、永島明
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会員数 102 名 免除出席者 ４名 正会員出席者 57 名 出席者 61 名 早退 １名 出席率 61.00％
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