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例会日　毎週木曜日　12：30～13：30
例会場　東武バンケットホール４F（ポリアス）

事務所　　〒362-0035　埼玉県上尾市仲町1-8-31　新和エクセルビル303
ＴＥＬ 048-775-7788　／　FAX 048-776-9799　　

出席　　会員数　　３7　　　出席数　　27
欠席　　欠席数　　10　　　（％）　 72.97
前々回確定　　　　　　　　　欠席数 　  4
修正（％）　 　    89.19 　　   （Ｍ・Ｕ）    7

出席率スマイルスマイル
さいたま大空RC　恵川特別代表、倉金会長、周幹事／
齋藤博重会長／久保田幹事／藤村副幹事／武重会員／岡野会員／
大塚信郎会員／小林会員／富永会員／齋藤重美会員／井上会員／
村岡会員／尾花会員／神田会員／渡邉会員／名取会員／大塚崇行会員／
島村会員／深澤会員／関口会員／須田会員／宇多村会員／
長沼会員／斎藤修弘会員／北村会員／門崎会員／坂本会員

島村会員、卓話ありがとうございました！

例会主題～会員卓話　
『自分史』

島村　健会員
　昭和34年4月15日に比企郡川島町で生まれました。
昭和39年に川越のルンビニ幼稚園に通いました。幼稚
園の運動会では１位になったことがあるんだと思います
が、小学校からはあまり運動は得意ではありませんでし
た。昭和41年に地元の三保谷小学校にあがり、まだ木
造の校舎で当時は１学年40人くらいいました。
　昭和47年には川島中学校で、有名人には６年先輩に
ソフトボールの宇津木妙子監督がいます。
　昭和50年に大木さんの後輩で立教高校に入学しま
した。付属高校だったので部活動はやりたかったので、
友達に誘われてバスケットボール部に入部しました。15
人いた同学年の部員が結果的に7人残り、1つ上の先輩
は２人、１つ下の先輩も2人という状況でした。私はマネ
ージャーになりました。レギュラーのほかベンチには2～
3人しかいないのですが、2年生の時から新人戦、インタ
ーハイ予選などすべて負け知らずで、インターハイに２
年連続で行きました。
　大学2年の時、立教は強かったので日本バスケットボ
ール協会の強化委員長にOBがでており全日本バスケ
ットボールチームのマネージャーを３年間務めました。
モスクワオリンピック予選のアジア大会で名古屋と、２
年後のカルカッタでのアジア大会に帯同しました。
　昭和58年に学校を卒業して神奈川県茅ケ崎市にあ
る亀井工業という会社に入社しました。当時は亀井土建
という名前でしたが、その後社名変更しました。業界の
いろいろな経営環境の変化の流れは、東京都は別にし
て神奈川、千葉、埼玉という順になっています。
　遅れて昭和63年に島村組が社名変更して島村工業
になりました。当時はバブルの時もありましたが「組」と
いうのは勘違いされイメージが良くないということで父
親が会長の時に変えました。亀井工業さんとはいろいろ

な技術交流や、特に野球の大会は31年間続けています。
温浴施設「湯けむり横丁」が3月で10年になりまして、亀
井工業さんは16年前に関東で初めてスーパー銭湯を
開業したところで一緒にやろうということでやらせてい
ただいています。当時はまだ下水や土木の工事が盛ん
で、埼玉では下水道が完備されてなく「いずれはなくな
る」と言われながらも目をつぶってやっていたところが、
今はほとんど下水も完備され土木の工事も少なくなっ
ていて、うちの会社でもピークの頃から比べると土木だ
けで約半分になってきています。
　３年修業し、戻ってきて昭和61年に島村工業入社、
上尾青年会議所に入会をさせていただきました。本当
にいまもいろいろなことを学ばせていただいています。
13年お世話になり、理事長もさせていただき、出向もさ
せていただいて今があるのかなぁと思っています。
　その関係で上尾RCにつきましても、叔父の島村迪夫
がお世話になっていましたが創立40周年の平成14年
に亡くなりまして、約１年待っていただいて岡戸会長の
時に入会させていただきました。当時、親睦活動委員会
の委員で、入会の年に大阪で国際大会が開かれ、名取
親睦委員長のもとで、京都・大阪に行って「こんなにお酒
を飲む団体だったのか」とすごく飲まされました。国際大
会には大塚パストガバナーのエレクト年度にイギリスの
バーミンガム、ガバナー年度にモントリオール、その後ニ
ューオーリンズ、バンコク、リスボンに行かせていただき
ました。このところ
行けていませんが、
来年はソウルなの
で行かせていただ
きたいと思ってい
ます。以上、自分史
の卓話にさせてい
ただきます。ありが
とうございました。

創立　１９６３年３月１６日

会　長　　齋藤　博重
幹　事　　久保田　勲
副会長　　齋藤　哲雄
副幹事　　藤村　　作
編集責任者・
クラブ広報委員長　　長沼　大策　　
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ビジターゲスト
さいたま大空ロータリ-クラブ
　特別代表　　恵川一成様
　会長　　　　倉金由幸様
　幹事　　　　周　京梅様
　

5月21日  クラブフォーラム④
　　　　 『2015-2016年度
　　　　　　　　計画発表』
5月28日  合同例会（上尾西RC）
　　　　 卓話：小田與之彦氏
　　　　 （加賀屋代表取締役）
　　　　 （時間と会場変更
　　　　  閉会点鐘14:00フローラ）

青少年交換留学生
　ウイリアム パーカー ハミルトン君
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第２590回　例会
２０１5. 4. 30

ロータリーに輝きを

会長あいさつ
　本日も例会に出席を頂き誠に有難うございます。さいたま大空ロー
タリークラブより倉金会長様、周幹事様、江川代表理事様ようこそお
いで頂きました。後ほどご挨拶を頂戴いたします。青少年交換留学生
のパーカー君ようこそ　日本での生活もあと一カ月半となりました。
後ほど、ご挨拶を頂戴いたします。宜しくお願い致します。
　さて、昨日は、八潮ロータリークラブ４０周年記念式典が帝国ホテ
ルで盛大に開催されまして大塚パストガバナー、久保田幹事と共に参
加致しました。元ＲＩ会長田中作次氏の講演を含めて４時間の会とな
りました。
　話は変わりますが「臨機応変」という言葉をご存知かと思います。
通信販売大手「ジャパネットたかた」の高田社長は、生放送のテレビ
通販番組で紹介する商品の変更を本番１０分前でもするそうです。例
えば、布団乾燥機を紹介する日が快晴だった場合、デジタルカメラに
差し替えます。そして、何事も無かったように、あの口調で「みなさ
ーん、こんないい天気の日は、公園にでも行って、お子さんの写真を
撮りましょう」とデジタルカメラをプッシュするそうです。高田社長
が変更の指示を出した途端にスタッフが一丸となって商品の入れ替え
に動くそうです。その判断基準は、社長の指示があるからだけではな
く、お客様のために「今の状況に応じて、最も紹介すべき商品」を選
ぶということだそうです。状況によって臨機応変に対応することが大
切であると言っています。私の会社は業種が違いますが、たまにお客
さんから「ソファーのイス一つ壊れたから直ぐに引き取れませんか」
といった連絡があります。昔は、事務員さんから責任者へ連絡すると
今日は無理だから明日にしてよと言われて、それをそのままお客さん
に明日ならと連絡をして断られていたことが多かったそうです。ある
時そのことを知り、社員にお客さんが求めているのは今日なのだから
今日引き取ってあげなくては喜ばれないと言いました。自分がお客さ
んの立場ならどう思うかとよく考えてと言いました。それ以来、私の
知る限り、遅くなっても出来だけ対応するようになりました。当然、
引き取りに行った人間も「ありがとう」と一言言われて帰ってくると
気持ちが良いはずです。何かを変えることによって、もっと良くなる
と判断したならば、先に延ばしては機を逃してしまいます。東進ハイ

齋藤　博重会長
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幹　事　報　告
久保田　勲幹事

ビジターゲストあいさつ

さいたま大空RC　　倉金　由幸会長

さいたま大空RC　　周　京梅幹事

◆米山学友会開催日帰り
旅行開催の案内が届いて
います。次年度の周君と細
野カウンセラーにご対応い
ただければと思います。
◆アイバンク協会から26回
総会が６月６日（土）に埼玉県県民センターで開催され
ると案内があり、会長とともに対応したいと思います。
◆ネパール地震被害緊急支援のお願いで、会員お一人
様あたり1,000円のご協力をいただければとご案内が
来ております。対応につきまして当クラブでも至急、理事
会等を開催して対応をしたいと思います。
◆４月のロータリーレートは１ドル＝１１８円です。
◆５月２８日（木）の上尾西ＲＣさんとの合同例会のご
案内をお配りしましたが、講演いただく加賀屋の小田社
長が前日にお見えになるということで、２７日（水）夜に
小田社長を囲んだ親睦会を開催したいと思います。参
加できる方は参加いただきたいと思います。また２８日
の例会も通常より30分長くなりますがご協力をいただ
きたくお願い申し上げます。

スクールの林先生の「いつやるの　今でしょう」と
いうフレーズがウケたことも本当はみんなが分かっ
ているのにやらない自分に響いたからだと思います。
企業は、お客様に対して、より良い商品やサービス
の提供に向けて最大限の努力する必要があるという
ことです。様々な場面で「臨機応変」に対応をして
頂ければと思います。
　今日は結婚誕生のお祝いがあります４月に誕生さ
れた吉川さん、島村さん　おめでとうございます。
また結婚された方が８組と一番多い月であります、
お祝いをしたいと思います。
　そして、島村さん卓話を宜しくお願い致します。
今日は、特に時間がありませんので、以上をもちま
して、会長挨拶と致します。本日も宜しくお願い致
します。有難う御座いました。

　本日は当クラブ主催、ポ
リオ撲滅・米山記念奨学会
増進のためのロータリーデ
イ　チャリティーコンサー
トのご案内に伺いました。
当クラブは米山学友と財団
学友が集まってできた新しい形のクラブです。今年度の
ロータリーデイで、２７７０地区に多数輩出している学
友の才能を活かしたロータリーデイを開催したいという
ことで、本企画に至りました。
　出演者は、ヴァイオリニストの平澤仁氏（東京フィルハ
ーモニー交響楽団でコンサートマスターを務めた大変
優秀なヴァイオリニスト、1986ロータリー財団奨学生）
と、ピアノの齋藤晴美氏（各コンテストで多数の受賞をし
ている。2008ロータリー財団奨学生）、そのお二人にあ
わせて、現在、ドイツのベルリンで活躍しているオーボエ
の渡辺克也氏と、ピアニストの古澤幹子氏をお招きして
コンサートを、６月１日（月）、18:30開場、19:00開演、
彩の国さいたま芸術劇場　音楽ホールで開催します。
多数の皆さまのご来場をよろしくお願いいたします。

さいたま大空RC ロータリ-デイ キャラバン

　上尾商工会議所発行情報紙『あぴお５月号』「ロータ
リーの窓」に、２月に開催した第25回障がい者作品展
示即売会の模様を掲載いたしました。

委員長報告
クラブ広報委員会　長沼　大策委員長

　ご無沙汰しております。
前回お邪魔したのは昨年
８月で、あっと言う間に８カ
月が過ぎました。
　近況報告ですが、４月１
日からニチネンの本社勤務
から東京営業所に異動になりました。住まいは上尾のま
まです。時間がありましたら夜間例会にお邪魔させてい

AGEO ROTARY CLUB

結婚・誕生祝い

青少年交換留学生　支援金贈呈
青少年交換留学生　ウイリアム パーカー ハミルトン君

さいたま大空RC　　恵川一成特別代表

ご結婚記念日　おめでとうございます！

お誕生日　おめでとうございます！

島村会員　

では柔道の初段試験を受け難しくて合格しなかったの
ですが、帰国するまでチャンスはあるのでしっかりがん
ばって挑戦したいと思います。僕の日本にいる時間がだ
んだん少なくなっています。残り時間が１カ月半くらい。
毎日よい経験をしてＧＷも楽しみたいと思います。

ただきます。
　チャリティーコンサートの件ですが、当クラブは若い
クラブで力不足なので、皆様にご協力いただきたくお邪
魔しました。第５グループの会長幹事会の時に「もっと
上尾ＲＣに頼ってもいいのではないかと」言われました。
頼れるのは皆さましかいませんので、どうぞよろしくお願
いいたします。

　本日は二人のつきそい
で参りました。倉金会長か
らも説明がありましたが、こ
のクラブは財団と米山の学
友で作ったクラブです。ロ
ータリー財団学友を中心と
した大阪ネクストRCや、米山学友を中心とした東京米
山友愛RCはあるのですが、学友だけで作ったクラブと
いうのは日本でも世界でも初めてになります。若い世代
が集まったクラブでまだまだ半人前ですが、将来のロー
タリーの指導者を目指して育成していますので長い目
で見ていただければと思います。11月の地区大会で
3750地区の李奎恒(イ・ギュハン)RI会長代理から激励
をいただきました。
　「大空」の意味ですが、７カ国の国籍をもつメンバー
で構成されたクラブです。「大空」には国境はありません。
国境なくみんなで世界平和のために貢献したいという
意味もこめられています。チャリティーコンサートもどう
ぞよろしくお願いいたします。

今月は新しいはじまったことがいろいろありました。まず
ホストファミリーが変わって、いま須田さんの家に泊まっ
ています。上尾高校では新しい学年が始まりました。去
年と違う生徒と友達になりたいと思います。３年生が遠
足でディズニーシーに行くのでわくわくしています。部活

齋藤重美会員　村岡会員　神田会員
大塚崇行会員　島村会員　深澤会員　北村会員

齋藤重美会員
今の年になって家内が私の性格を理解してくれたよう
で、感謝しつつ堅い生き方をしていきたいと思います。

村岡武仁会員
ちょうど結婚して50年、食事や健康の管理は家内任せ
ですので、家内に感謝しております。

神田博一会員
第一線で仕事をしていた40～41年前、連休を休まない
と結婚式や新婚旅行はできいなと4月末を選んだ記憶
があります。祝ってくださる皆様に御礼を申し上げます。

大塚崇行会員
結婚22年になります。長男は次回成人式になります。次
男は18歳でアメフトを一生懸命していてます。

深澤圭司会員
本日健康診断で胃と腸の具合は良くないのですが、結
婚して１年、結婚生活は順調です。

北村　保会員
結婚記念日の前日にモナミさんからお電話をいただき
ましたので、当日の朝は出勤する前に家内に「今日は結
婚記念日だね」と言え、その日だけは私の株があがりま
した。ありがとうございました。


