
 

■創 立 ／ 昭和 29 年 6月 3日                ■第 65 代  会長 ／ 大小原 徹   幹事 ／ 藤田 浩二 

■事務所 ／ 藤沢市藤沢 93 新堀ライブ館 204  TEL：0466-25-4000 FAX：0466-26-9292 E-mail：info@fujisawa-rotary.com 

■例会日 ／ 毎週水曜日 12:30～13:30          ■例会場／ 湘南クリスタルホテル TEL：0466-28-2111 

NO.9       第 3127 例会    ２０１８年  ９月 ５日     天候 晴れ 

 

国家「君が代」 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

四つのテスト  小河 静雄 会員 

 

≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫    

 ・次週、ガバナー訪問訪問、例会前の委員長協議会、 

  例会後のガバナーとの懇談会、ご出席宜しくお願  

  致します。 

 ・10 月 14 日(日)、地区大会、多くの会員のご出席 

  をお願い致します。 

 ・明日 6日より、会員 10 名でマレーシア カジャ  

  ン RCの創立 50周年記念式典に参加して参ります。 

 ・マレーシアについての豆情報 

  現マハティール首相は、1981～2003 年 23 年間首  

  相を務めた後退陣、さらに今年 93歳で首相に再  

  任しました。親日家で子女は日本に留学している。 

  親日外交でマレーシアを復興。本職は医師。 

 

≪幹事報告≫ 

 ・例会後、理事役員会を開催いたします。理事役員 

  はご出席をお願いいたします。 

 

  ・米山奨学会寄付のお願いを FAX、メールでして 

   おります。返信をお願いいたします。 

  ・先だってご案内致しました、市民祭り開催時の 

   ポリオ撲滅キャンペーンの会場の訂正です。 

   南口奥田公園ではなく、南口モニュメント周辺 

   に決定。 

 

≪委員会報告≫≪委員会報告≫≪委員会報告≫≪委員会報告≫    

 ・椋梨 交際奉仕委員 

  明日、大船 7 時出発です。 

 ・椋梨 青少年奉仕委員長 

  今年度、ブラジル、フランスより来日の青少年交

換学生とアメリカより帰国学生の沼彩加さん、ブ

ラジルより帰国学生の橋本かれんさん歓迎・報告

会が、9 月 1 日湘南学園で開催されました。クラ

ブからは、大西会員、廣島会員が出席しました。 

 ・来年度の青少年交換派遣学生の募集が始まってい 

  ます。お近くで希望する方がいらっしゃいました 

  らお知らせ下さい。 

 

 

出席報告出席報告出席報告出席報告    （   ）内は計算に用いた会員数 

    

例会月日 会員数 出席会員数 欠席会員数 出席率 

メークアップ 

修正出席者数 修正出席率 

会員数 

８月２１日 ４４（４４）名 ２６名 １８名 ５９．０９％ ２名 ２８名 ６３．６４％ 

９月５日 ４４(４４)名 ２９名 １５名 ６５．９１％ 
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≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫    

 会員誕生日  9 月 5日 今井 重信 会員 

 

 

傘寿のお祝い 

 

本日、今井会員 80歳におなりです!! 

後 ほど、小話でスピーチをお願いいたしました。 

 

 

結婚記念日  8 月 30 日  中田 勇人 会員 

 

中田会員、結婚 10周年!! 

≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫    

  大小原 徹 会長 

   今井先生、傘寿を迎えられ、おめでとうござい

ます。 

小澤さん、イニシエーションスピーチ楽しみで

す。 

  小島 正幹 会員 

   北西クラブにメークアップしましたら、新しい

制度で\1,000 補助してくれるとのこと。スマイ

ルします。 

  今井 重信 会員 

   本日はバースデイ祝いありがとうございます。 

   ようやく傘寿を迎えました。 

  泉 信子 会員 

   小澤様 本日 たのしみにいたして居ります。 

  椋梨 兼彰 会員 

   小澤さん 本日の卓話よろしくお願い致しま

す。 

  大野木 加代子 会員 

   イニシエーションスピーチ 小澤さま 楽し

みにしております。 

   今井先生 ３０？傘寿おめでとうございます。 

  長津 豊 会員 

   小澤様 本日の卓話楽しみです。 

  吉野 貴美 会員 

   小澤さん、楽しみです。 

  小河 静雄 会員 

   小澤会員 卓話期待しています。 

  反田 純正 会員 

   小澤会員 イニシエーションスピーチ頑張っ

て下さい。 

 

 

≪≪≪≪小話小話小話小話    三分間スピーチ三分間スピーチ三分間スピーチ三分間スピーチ≫≫≫≫    

  今井 重信 会員 

   

 

 

 

 

 

 

        傘寿のお祝い記念スピーチ!! 



 

 四国の香川のお生まれ! 

運命の出会い！！ともいえるお2人についてお話い 

ただきました。 

 人生のパートナーである奥様のこと 

 ロータリーへの道を開かれた先任の医師のこと 

 

  

 

≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫    

        『イニシエーションスピーチ』『イニシエーションスピーチ』『イニシエーションスピーチ』『イニシエーションスピーチ』    

     株式会社 門倉組 代表取締役 

     小澤 智幸 会員 

 

地元神奈川 二宮町の出身 長寿の里といわれる 

気候が温暖なところ 

父は上下関係に厳しく、スパルタで育てられた。小学 

生の頃、漁港の漁師から鯵や鰯をもらうことが多かっ 

たので、魚の鮮度には厳しい。 

中学 2年生の頃から父親の薦めで、長期休みは門倉組 

でアルバイトをしていた。しかし、自ら稼いだアルバ 

イト代なのに、父親から「子どもに大金も足せてはい 

 

  けないから、返しなさい」と言われたことが 

  今も納得行かない。 

  専門学校を卒業後、正式に門倉組に入社した。 

  門倉組は多くの関連企業に分かれている中で、 

まず門倉組に配属され、10 年間働いた。その後、 

湘南ミサワホームズに移り、リフォーム、職人と 

しての社員の育成、お客様センターなどで勤務し 

現在にいたる。門倉組として携わった仕事の中で 

は八部球場隣の温水プール建設が印象に残って 

いる。ミサワホームのリフォームの方では、それ 

までの建築の仕事との違いに戸惑った。目標とし 

て、全国 1500 店のランキングの上位に入ること 

をモチベーションとした。12位に入ったことを 

病床の父に報告することができた。職人としての 

社員教育は、新卒社員から始めて、話し方やお客

様との接し方、仕事とは違うところのケアして、

定着してきている。一番苦労したのは、お客様セ

ンターでの対応で、5 年間所長をした。常識では

考えられないような問い合わせや、集金の苦労、

引渡し後の定期検査以後の難問なども何とか紐

解いてきた。 

現在の趣味は、少年野球と釣り。子供たちと接す

ることで気持ちを助けてられた。釣りでは昨年、

相模湾でキハダマグロの大物を釣り上げた。近所

に配っても余ったほどだった。次回、釣りあげた

時は、クラブの皆さんにもお知らせしたい。 

 

  仕事上、一番大切にしていることは、「現場で学 

  ぶ」ということである。行動を起こせば何か反応  

  するということである。先だっての西日本豪雨被 

害地へもボランティアで参加している。現地はま 

だ大変な状態であることを実際に見てきた。 

今回の被害は、川の氾濫で川砂があらゆるところ 



  に流れ込んでいるのを目の当たりにした。東北の

震災の現場にも行っているが、様子がまるで違う。   

  建築土木の本職の目から見て、真砂土はたいへん

粒子が細かいので、取り除くのに時間がかかる。

家屋に泥壁が多いので、壊して片付けるのではな

く、竹で編んだ壁だけを残すことになる。道路も 

  毎日のように砂が浮いてくる。災害の恐ろしさを

再認識した。この後も職人を連れて現地にむかう。 

  もし藤沢に先日のような台風がきたら防げるよ

う社会的な対策をとりたい。そのために実際の現

場を見ることが一番だと思っている。 

  「まずは行動する」という精神を忘れずに頑張っ

ていきた。今後共よろしくお願いいたします。 

 

 

 

大小原 会長より謝辞 

 

 

 

 

 

本日のお料理 

 

中田会員の結婚記念日スピーチ 

 

 

 

今井会員の傘寿お祝いスピーチ 

 

 


