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2019 年 5 月 9 日（木） 第２８４８回例会 天候：晴れ 司会：杉本剛昭副幹事 No. 39
＝本日の例会行事＝
◇歌唱 「君が代」
「奉仕の理想」
◇諸事お祝

◇会長挨拶

◇四つのテスト唱和［野中範郎会員⇒］
◇幹事報告

◇委員会報告［親睦

他］

◇卓話 岩井 泰会員「イニシエーションスピーチ」
◎ゲスト・ビジター紹介
薗 信雄様（東京銀座ＲＣ）チンフュトゥン君（米山奨学生）
◎諸事お祝
☆誕生祝
加藤 寛君（ボールペン） お祝いの歌：おめでとう
ロータリアン
☆結婚記念祝 木村邦佑君 （ペアグラズ）
☆皆出席表彰
成田栄二君（２２年）・杉田祐一君（６年）（ステ
ンレスボトル）
◎幹事報告
◇ガバナー事務所より
＊次年度会員増強・会員維持セミナー開催の案内
⦿6/11(火) 13:30-17:30 ⦿ミナパーク 6F
◇茅ヶ崎湘南 RC より ＊「茅ヶ崎 RC・茅ヶ崎湘南 RC 親
睦合同例会」開催のお知らせ
⦿6/5(水)18:30 点鐘 ⦿スペインクラブ茅ヶ崎 ⦿会費
5, 000 円 人数締切-5/22(水)
(当クラブ 6/6(木)の例会を変更して開催します。欠席され
る場合はメークアップをご考慮ください )
◇米山記念奨学会より
ハイライトよねやま Ｖｏｌ.２１８
◇（社）台北市松年福祉会 玉蘭荘より
玉蘭荘だより １６２号
◇ロータリーの友 ５月号
◇タウンニュース
◎委員会報告
親睦［小澤会員］
：5/16 親睦旅行について最終確認
公共イメージ［杉本剛昭会員］：5/18,19 エンドポリオキャ
ンペーンの確認
クラブ戦略策定［杉田会員］
：例会後に委員会開催
社会奉仕［吉田会員］
：5/23 例会後植栽のお知らせ
澤邑エレクト：組織図の配布と委員会計画書の原稿依頼
雑誌［岩澤淑江会員］
：ロータリーの友５月号記事紹介

委員会報告

吉田・岩澤淑江・澤邑・杉本剛昭の各会員

スマイル報告 石田貴一会員
岩澤あゆみ君＆中山冨貴子君 諸事お祝いの皆様おめでとう
ございます。チンフェトゥン君ようこそ。例会を楽しんでいっ
て下さい。イニシエーションスピーチ、岩井さんよろしくお願
いします。来週は親睦家族旅行です。ポリオキャンペーンも皆
様よろしくお願いします。
加藤 寛君 誕生祝ありがとう御座います。
木村邦佑君 仕事と自分の予定が最優先、妻の話に聞く耳持た
ず、風前の灯火を幾度となく乗り越え、あれから 25 年、銀婚
式を迎えることができました。当人には言いませんが、感謝し
ています。いつもありがとう。ペアグラスで乾杯します。
熊澤孝之君 来週の親睦旅行誠に申し訳ありません。欠席させ
て頂きます。腰痛の具合がよくなく「ドタキャン」にならない
ように、今日決心しました。皆様は「イェス・ウィ・キャン」
でお許し願います。米山奨学生チンフュトゥン君、ようこそい
らっしゃいました。諸事お祝いの皆様おめでとうございます。
伊藤留治君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。米山奨
学生チンフュトゥン君、頑張ってネ。
田中賢三君 河本さん、コンサート大成功でたいへんおめでと
うございます。諸事お祝いの方々たいへんおめでとうございま
す。岩井さん、卓話よろしくお願いします。
成田栄二君 米山奨学生チンフュトゥン君、ようこそ！諸事お
祝いの方々おめでとうございます。岩井さん、イニシエーショ
ンスピーチ楽しみです。
杉田祐一君 チンフェトゥン君ようこそいらっしゃいました。
皆出席祝、ありがとうございます。
杉本行廣君 五月晴れにカンパイ！お祝、表彰の諸兄姉様へ。
斉藤信夫君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。
河本啓伸君 先日の天才ミュージシャンのライブに多くの方
においで頂き、ありがとうございました。まだ未経験の方は次
回是非。金品・差し入れはライブ以外でも随時受け付けていま
すので、よろしく（笑）
大森久巳男君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。米山
奨学生チンフュトゥン君、ようこそ。岩井泰会員、イニシエー
ションスピーチ楽しみです。
和田幸男君 岩井さん、イニシエーションスピーチよろしくお
願いします。
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出口敬純君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。
澤邑重夫君 今日から嫁さまがシドニーに行ってしまったの
で、５日間冷凍食品と刺身、そしてロータリーの食事で生き延
びようと思います。幸い、次男が魚を三枚におろせるので、日
本酒は進むことでしょう。
大箭剛久君 先日バスに乗ったら、中学生から席を譲られまし
た。折角なのでお礼を言って座りました。いつまでも若いつも
りでいましたが、令和の始まりとともに現状を突き付けられた
感じです。
吉田恵子君 諸事お祝い申し上げます。岩井さん、卓話楽しみ
です。今日は５月なのに富士山がきれいでした。
富田桂司君 長期連休も終わり、あっという間に夏になりまし
たね。家族旅行を早くも考えるようにと言われております。木
村信一さん、アドバイスよろしくお願い致します。
北村公子君 河本さん、先日は素敵なコンサートありがとうご
ざいました。令和最初の例会です。諸事お祝いの皆様おめでと
うございます。チンフュトゥン君ようこそ。岩井さん、卓話楽
しみです。
木村信一君 皆様に幸あれ。目の前に水嶋さんがいるので書い
てみました。
岩澤淑江君 新緑の美しい季節にご誕生、又新しい人生のスタ
ートをきられたのですね。おめでとうございます。チンちんよ
うこそ！岩井さん、スピーチ楽しみです。
小澤雅彦君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます！GW は
吉本新喜劇を見て大爆笑して参りました。笑は最高のストレス
解消になりますね！
橋本正一君 ゲスト・ビジターの皆さんこんにちは。諸事お祝
いの皆さんおめでとうございます。今日からオリンピック・パ
ラリンピックのチケット予約が始まりましたね。来年みんなで
参りましょう。
大竹孝一君 諸事お祝いおめでとうございます。令和あけまし
ておめでとうございます。先週 4 日に雹が降り、ほうれん草と
小松菜が穴だらけになり、出荷できなくなりました。波乱の時
代明けになりました。
安武 勝君 諸事お祝い致します。チンフュトゥン君いらっし
ゃいませ。岩井さん、卓話よろしくお願いします。
岩井 泰君 ゴールデンウィークに映画「アベンジャーズ」を
見て来ました。おもしろかったです。まだの方はぜひ．
．
．
野中範郎君 GW は仕事ばかりで、かわもとさんのライブが唯
一の思い出となりました。まだ次回も必ずライブに行きたいと
思います。
石田貴一君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。岩井さ
ん、卓話楽しみにしております。
［本日 28 件、42,000 円です］

上左から順に結婚
祝の木村邦佑会員、
誕生祝の徳舛・加藤
会員、米山奨学生の
チンフュトゥン君
下左）出席表彰の成田・杉田会員
下右）イニシエーションスピーチの
岩井泰会員
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卓話「イニシエーションスピーチ」岩井 泰会員
TOTO 茅ヶ崎工場の岩井です。今まで、自分の生い立ちや
経歴を人前でお話しすることはなかったので、今回のスピー
チを機に自分自身振り返りができたことはよかったと思っ
ています。年齢は昭和 40 年生まれの 53 歳です。休日はジム
で足腰を鍛えながら、職場の若者に負けないよう頑張ってお
ります。
私の出身地は新潟県上越市です。実は、上越市が「日本ス
キー発祥の地」ということはあまり知られていません。遡る
こと日露戦争の後、ロシアと敵対するオーストリアは日本陸
軍の強さに関心を寄せましてオーストリアのレルヒ少佐を
日本に派遣して軍隊の調査に当たらせることになりました。
陸軍は当時、八甲田山の雪中行軍で大勢の遭難を経験して雪
上戦に備えたスキー技術の習得をレルヒ少佐に依頼したそ
うです。そこでのレルヒ少佐は軍の依頼だけでなく、一般市
民にも板の着脱や歩き方、山の上り方など基本動作なども教
えたのが、日本スキーの始まりとされています。ちょっとし
た新潟県のマメ知識であります。
自分の性格としては、我慢強くコツコツと物事を進めるタ
イプと思っております。これも雪国育ちが影響しているのか
もしれません。
大学は群馬県の市立高崎経済大学に行っておりました。経
営学とドイツ語を学んだはずなのですが、今やかすかな記憶
しか残っていないのはきっと勉強していなかったのでしょ
う。卒業論文は生産管理のレポートを書きましたが、それも
…であります。
TOTO には平成元年に入社しました。いわゆるバブル入社
組です。本社が九州の小倉市でありますので、当時の上司は、
ほとんどが九州出身者でした。オフィスは虎ノ門でしたが、
職場では九州弁(小倉弁)が飛び交っていた状況でした。
平成 2 年から厚木営業所で 4 年間営業をしていました。当
時は茅ヶ崎も担当していました。今は製造販売していないの
ですが、25 メーターのブールを茅ヶ崎の中学校にも何基か
納入させていたきました。富裕層向けのパーソナル流れるプ
ールも販売していました。私はずっと営業をやってきました
ので、茅ヶ崎工場にはお客様と工場見学をしたことを覚えて
います。
いわゆる転勤族ですから全国転勤が避けられないのです
が、私は幸か不幸か神奈川と東京で 30 年やってこれまして、
4 月からは茅ヶ崎工場勤務となりました。私自身、工場勤務
は初めてなので色々と勉強しながら頑張っております。仕事
としては、労務・総務・工務の管掌をしております。
家族構成は大学 4 年の長男と大学 1 年の次男で「あざみ
野」で 3 人暮らしをしています。妻は 11 年前に病気で亡く
しまして、いわゆるシングルファーザーとしてやってきまし
た。お陰様で、子供はぐれることもなく、家事も 3 人で分担
しながら生活しています。もちろん、ちょっとした反抗期は
ありましたが…。子供にお金がかからなくなるまでは、あと
少しです。
趣味と言えるものはあまりありませんが、下手の横好きで
いえば、ゴルフを多少いたします。ただ、100 を切ったのは
2 回しかありません。休日は、スポーツジムに行ったり読書
をしたりしています。小説はあまり読みませんが、新書本な
ど時間をかけて読んでいます。
最後となりますが、ロータリークラブの「奉仕の理念とそ
の実践」については、弊社茅ヶ崎工場のミッションでありま
す「社会の発展に貢献し、信頼され、なくてはならない工場
であり続ける」を実践することに通じる部分が大きいと考え
ています。色々と至らないことが多々ありますが皆様のご助
力をいただきながら、ロータリアンとしてしっかり活動を行
って参りたいと思います。
今後とも宜しくお願いいたします。

