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◇歌唱「それでこそロータリー」「覇気あれ我がクラブ」  ◇表彰 マルチプルＰＨフェロー 
◇会長挨拶          ◇幹事報告 
◇卓話 「イニシエーションスピーチ」 水嶋 聡君・西山国男君 
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＝本日の例会行事＝ 

年 月 日創立 

地区 

２０１３～２０１４年度 

2013 年 8 月 22 日（木） 第２５９１回例会 天候：晴れ 司会：古知屋光洋副幹事 No. 7 

◎幹事報告 

◇ＲＩより  

＊2013-2014 公式名簿（Ｏｆｆｉｃｉａｌ Directory）ＣＤ   

＊新ウェブサイト（登録者専用サイトと一般向けサイト）の８/２６(月)

公開の通知 

◇ガバナー事務所より  

＊奉仕プロジェクトセミナー開催の通知   

・９/１４（土） １４：００～１６：００ ・藤沢産業センター８F『情報ラ

ウンジ』  

・基調講演・・・特定非営利活動法人ＡＭＤＡ理事長 管波 茂 「Ａ

ＭＤＡの現在の活動と世界が求める人道支援」 

＊地区大会関係書類発送の案内 

 ・地区大会ご提出書類等についてのお願い ・宿泊申込書 ・地

区大会信任状証明書  ・報告書（長寿会員・物故者） ・財団・米

山寄付者一覧表 ・会長・幹事会及び家族登録についての案

内 ・送金明細書 ・バス駐車場の件 ・エクスカーションの案内 ・

地区大会パンフレット ・グランドホテル湘南 パンフレット ・地区

指導者育成セミナーの案内・・・１０/２６（土） １５：１５開会 ・藤沢

産業センター６F「研修室１．２．３」 ・地区大会記念 親睦ゴルフコ

ンペの案内・・・１０/２１(月) ８：３０スタート ・湘南カントリークラブ  

◇米山梅吉記念館より  

＊秋季例祭について ・９／１４(土) １４：００～ ・米山梅吉記念館

ホール  ＊賛助会入会の依頼   

＊米山梅吉記念館 館報 ２０１３秋 Ｖｏｌ．２２ 

◇台北西北ＲＣ（姉妹クラブ）より  会員名簿 

◇ガバナー月信 2012-13 年度 №１３  ◇ハイライトよねやま １

６１ 

◇タウンニュース（麻薬撲滅キャンペーン記事掲載号） 

◎会報 着 台北西北区・寒川 

◎委員会報告 

クラブ研修［池上会員］：例会終了後に入会３年以内の会員を対

象にロータリー勉強会開催 

ゴルフ同好会［横山宏実会員］：９／２５にコンペ開催。１１／２５に

６ＲＣ親睦ゴルフをシーサイドにて開催 

 

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

表彰の斉藤会員（中）・河本会員（右） 

池上会員・横山会員 

スマイル報告 中山富貴子会員 

出口敬純君＆横山貢君 まだまだ暑い日が続いております。健

康には十分気を付けましょう。マルチプル・ポール・ハリス・

フェローの斉藤さん・河本さん、おめでとうございます。 
吉田恵子君 茅ヶ崎市宇宙教室に参加してきました。「ハヤブ

サ」プロデューサーの川口さんのお話がとても楽しかったです。 
田中賢三君 水嶋さん、西山さん、スピーチよろしくお願い致

します。中山スマイルさん、御苦労様です。 
伊藤留治君 水嶋さん、西山さん、スピーチガンバッテ！ 
粂 仁夫君 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー表彰おめ

でとうございます。イニシエーションスピーチの水嶋聡君、西

山国男君、楽しみです。 
加藤 寛君 水嶋さん、西山さん、スピーチ楽しみにしていま

す。勉強会出席出来ませんで、申し訳ありません。 
下里洋一君 暑いですが、がんばりましょう。 
和田幸男君 水嶋さん、西山さん、イニシエーションスピーチ

ご苦労様です。 
加茂正司君 残暑お見舞い申し上げます。本日のイニシエーシ

ョンスピーチ、水嶋さん、西山さん、楽しみにしていますよ。 
 



 
◎出席報告 半田朋子会員 

日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 

８／２２ ２５９１ ４１ ４１ ３６ ０ ５ ８７．８０％  

８／１ ２５８９ ４１ ３５＋５ ３５ ２＋０ ３ ９２．５０％ ９２．５０％ 

 何が出来るのだろう？どう社会と関わり貢献、生きていけるのだ

ろう？と考えました。 
当時は、体を張って人の三倍働けば、まだ報われた運送業に従

業員として、戻る事となりました。4t 車、大型トラック、長距離

業務で、全国を走り回っていました。しかし、バブルは崩壊、負

けてなるものか！との思いで、平成 4 年 10 月、軽貨物等運送事業

許可を取得し、24 歳で独立。「水嶋運送」を開業しました。軽トラ

ック 1 台から始めました。そこから無我夢中で現場をこなし、人

の三倍働き、サービス業で培った気持ちを大切に、「お客様は神様

です」の精神で頑張りました。その後、従業員を雇える事が出来

るようになり、多角経営を行えるよう、平成 10 年 10 月に「有限

会社水嶋企画」と社名を変更しました。「お荷物は宝物です」「伝

票日報はお金と一緒です」というお約束とともに、現在では、お

陰様をもちまして、21 年目を迎える事が出来ました。 
また、社会貢献をするための特定非営利活動法人 Re ライフスタ

イルを設立し、「ペットボトルキャップを集めて世界の子どもたち

を救おう！」を合言葉に、「世界の子どもにワクチンを日本委員会

（ＪＣＶ）」への寄付が全国で４千を超える法人・個人のご協力に

支えられ、募金累計２千万円・ワクチン贈呈累計数１００万人を

超えました。今後とも、よろしくお願い致します。 
【西山国男会員】昭和 39 年 12 月、茅ヶ崎のお隣の寒川町で生ま

れました。学校も寒川小学校・旭が丘中学校、そして県立寒川高

校と寒川町を出たことがありませんでした。高校時代はバイトを

ひたすらやっていました。高校を卒業したらすぐに車を買いたい

という目標がありまして、実際に３百万円ほどの貯金が溜まり、

当時流行っていたトヨタカローラレビンという車を購入すること

が出来ましたが、ある日スキーに行こうとした時、母校の寒川高

校の壁に激突して、車は大破、廃車となってしまいました。 
 勉強は嫌いで、大学には進学せず、就職することにしました。

とにかく地元で、地元のために働きたいという気持ちで昭和 58年、

当時の茅ヶ崎信用金庫で働くことになりました。 
 寒川支店に配属され、入行翌日から先輩について３日間仕事の

引き継ぎ（集金）をしました。わずか３日間のことでしたので、

実際にはお客様に仕事を教えてもらったのです。その後５年間、

寒川支店に勤務して、外回りの仕事をしていました。ところが、

そんなある日、毎日伺って集金しているお客様からお預かりした

通帳に「ご融資 500 万円」とあり、「これ何ですか？」とお尋ねす

ると、「あ、それね、この間おたくで借りたんだよ」という答えが

返ってきました。毎日通っていたにも関わらず、うちからお金を

借りて頂いたのを知らなかったわけです。初めて自分の仕事に疑

問を感じました。私は毎日集金に来てくれる子、という存在でし

かなく、何か困ったことがあれば窓口に行く、ということだった

んですね。支店に帰ってから融資担当の上司に、今後は自分の担

当しているお客様から相談があった場合は自分が窓口になりたい

と伝え、その後は自分が相談の処理をすることとなり、徐々に融

資の仕事を覚えていったものでした。昭和 63 年、本店営業部融資

課へと移り、本格的に融資の業務を担うようになりました。 
 平成 3 年 7 月、合併により湘南信用金庫となりました。私は同

僚であった家内と翌年 4 月に結婚を控え、このまま同じ職場とい

うのは．．．ということで家内が退職することになりました。その

際は数多くの同僚・上司も転職していきました。私自身はまだ 27
歳という若さだったので、どこまで自分が通用するのかを試して

みようということで残ることにしました。合併後は茅ヶ崎南口支

店、横須賀の衣笠支店、横浜の伊勢佐木町支店、元町中華街支店、

横須賀追浜支店、藤沢支店と回り、そしてこの春に茅ヶ崎営業部

へ 16 年振りに戻ってきました。もともと地元のために働きたいと

思って信用金庫に入りましたので、ようやく念願が叶いました。 
 今後とも信用金庫マンらしく、地元に尽くしたいと思っており

ます。よろしくお願い致します。 

岩澤あゆみ君 水嶋さん、西山さん、イニシエーションスピーチ

楽しみです。本日、ロータリー勉強会も池上先生、よろしくお願

い致します。学ぶ機会があるというのは本当にありがたいことと

思います。一生懸命お勉強しまーす！ 
杉本行廣君 例会出席の車中で、イチロー氏が 4000 本安打達成

したそうです。オメデトウ。 
大森久巳男君 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー表彰の皆

様、おめでとうございます。 
古知屋光洋君 水嶋さん、西山さん、イニシエーションスピーチ

楽しみです。 
西山国男君 スピーチ、少し緊張します。 
河本啓伸君 本人が気づかぬうちにマルチプル・ポール・ハリ

ス・フェローになっていました。ＲＩ恐るべし！ 
山口利通君 水嶋・西山両君、本日のスピーチ期待しております。 
澤邑重夫君 本日も暑いですね。ここは涼しくてうれしいです。 
小林 亨君 来週・再来週をお休みさせていただきます。イニシ

エーションスピーチ水嶋さん、西山さん、楽しく聞かせていただ

きます。 
清水賢一君 毎日暑い日がつづいてます。体には十分気をつけま

しょう。 
杉田祐一君 日中はまだまだ暑いですが、朝夕は少しずつ秋の足

音を感じています。水嶋さん、西山さん、スピーチ楽しみにして

います。 
中山富貴子君 水嶋さん、西山さん、イニシエーションスピーチ

楽しみです。池上先生、お勉強会よろしくお願いいたします。毎

日の暑さにまけず、頑張る気持ちにスマイル！ 
［本日 21 件、26,000 円です］ 
 卓話「イニシエーションスピーチ」 

左・水嶋聡会員（有限会社水嶋企画）、右・西山国男会員（湘

南信金茅ヶ崎営業部長）。両君は本年 5 月 30 日の入会です 

【水嶋聡会員】昭和 42 年 9 月 28 日に、茅ヶ崎市本宿町に生

まれました。小学校 6 年生の時、本家が、茅ヶ崎市の道路拡

張計画に引っ掛かり、やむなく引っ越す事となります。引っ

越した先は、茅ヶ崎の西のはずれの柳島で、茅ヶ崎市立中島

中学校で義務教育を受ける事となりました。その後、県立茅

ヶ崎高等学校と進みます。あまり、学業が得意でなかった私

は、高校に入学したと共に、アルバイトに明け暮れる毎日で

した。ボーイ、コック見習い、サービス業、土方さん、造園

屋さん、運転手助手、作業員等、結果、学業より社会勉強が

優先となり、学業は 2 年で自主退散に至りました。さて、そ

こからが自分探しの始まりで、色々な事を経験致しました。

ミシン・中古車・学研等のハウツー物のセールス、いろいろ

経験をした結果、飲食に関わるサービス業が自分に合ってい

ると思い、当時、藤沢さいか屋８階にあるレストラン「若竹」

を経営する会社である㈱フロンティアエンタープライズに入

社、コック、チーフ、店長等の経験をし、19 歳で海外プロジ

ェクトに参戦。その後、ヘッドハンティングで他社へ行き、

平塚の開店プロジェクトの参戦等を経験致致しました。しか

し、若さゆえの自信過剰から、オーナーとぶつかり、当時、

私の役職はマネージャーでしたが、退職。改めて、自分には 


