
 

◇歌唱 「我等の生業」 「覇気あれ我クラブ」   ◇会長挨拶     

◇幹事報告          ◇委員会報告 社会奉仕  

◇卓話 「イニシエーションスピーチ」 徳舛幸丈会員 
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第 58代会長 横山  貢 

第 58代幹事 中山 冨貴子 

 

＝本日の例会行事＝ 

2017 年 10 月 12 日（木） 第２７７８回例会 天候：晴れ 司会：水嶋 聡副幹事 No. 13  

 

◎ゲスト・ビジター紹介 

薗信雄様（東京銀座ＲＣ）  

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より   

＊１１/２４ 地区会員増強・会員維持セミナー「ロータリーの魅力

のためのセミナー」 

 ・１１/２４(金) １５：００～１７：００ ・鎌倉パークホテル ・会費…

２，５００円 

 ・基調講演者：星野朝子様  講演タイトル「ブランド戦略」 

◇タウンニュース 

◎委員会報告 

社会奉仕［吉田会員］：植栽事業の現状と今後について 

スマイル報告 橋本正一会員 

薗 信雄様（東京銀座ＲＣ）お蔭様でホームクラブで皆出席 22

年のお祝いをして頂きました。これもひとえに貴クラブに寄せて

頂いている賜物です。これからも宜しくお願い申し上げます。 

横山貢君＆中山冨貴子君 東京銀座ＲＣ薗様、ようこそお越し

下さいました。徳舛さん、イニシエーションスピーチ楽しみにして

おります。 

伊藤留治君 薗様、ようこそお越し下さいました。徳舛さん、卓話

楽しみにしております。 

加藤 寛君 来週の例会欠席致します。遼寧省瀋陽、河南省鄭

州に行って来ます。 

田中賢三君 ビジター東京銀座ＲＣ薗さん、ようこそです。徳舛さ

ん、イニシエーションスピーチよろしくお願いします。 

大森久巳男君 徳舛幸丈君、イニシエーションスピーチ楽しみで

す。宜しくお願い致します。 

池上 實君 市民文化祭でおこと・三絃・尺八の演奏会です。

会場は市役所の 6階コミュニティホールです。お出かけ下さい。 

成田栄二君 徳舛さん、イニシエーションスピーチ頑張って下

さい。北村さん、写真有難うございます。所用の為早退します。 

和田幸男君 徳舛さん、イニシエーションスピーチお疲れ様で

す。 

岩澤あゆみ君 ビジターの薗様、ようこそお越し下さいました。

徳舛さん、イニシエーションスピーチ 30分！頑張って下さい。

楽しみです。昨日は親睦委員会の皆様お疲れ様でした。今年の

X’mas会も楽しみですね。 

吉田恵子君 商工会議所女性会全国大会に行ってまいりまし

た。美瑛の丘が素晴らしかったです。徳舛さん卓話楽しみです。 

大箭剛久君 昨日はタイからお客様が来日され、夕食を御一緒

しました。お話を伺うと、タイでも少子化が進行中で人材が採

用しにくくなってきているとか。しかし、そのお客様のお母さ

んが 6人兄弟、お父さんが 13人兄弟というのは驚きました。 

水嶋 聡君 皆様に幸有れ！ 

北村公子君 徳舛様、イニシエーションスピーチ楽しみにして

います。先日商工会議所女性会全国大会で吉田さんと北海道に

行って来ました。旅行続きで少々つかれました。でも旅はいい

ですね。 

岩澤淑江君 薗様、お目にかかれてうれしいです。大森会員お

めでとうございます。徳舛会員お話楽しみです。 

河本啓伸君 程島先生、先日はいろいろとご指導ありがとうご

ざいました。11/4（土）天才ミュージシャンのライブは茅ヶ崎

駅南口のスタディオベルソーにて開催される運びとなりまし

た。チケットは売るほど余っていますので、助けると思ってお

買い求め下さいませ。 

左から委員会報告の
吉田会員、スマイル
の橋本正一会員、出
席報告の大竹会員 
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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 

１０／１２ ２７７８ ５０ ４４ ３１ ６ ７ ８４．０９％  

９／２９ ２７７６ ５０ ４２＋２ ２８ １３＋２ １ ９３．１８％ ９７．７３％ 

 加瀬義明君 徳舛さん、イニシエーションスピーチ 30 分頑張

って下さい！ 

杉本剛昭君 徳舛さん、本日のイニシエーションスピーチ楽し

みにしております。 

畠田宏治君 文化の日の翌日、あなたは文化の余韻に浸ってい

るのでしょうか？天才の心の叫びを五感で受け止めるっていう

のはいかがですか？そう！11.4事件への参加です。 

小澤雅彦君 薗様いらっしゃいませ！毎回は例会は楽しみに参

りますが、卓話の聞ける例会は特に楽しみです。徳舛さん、よ

ろしくお願いします！ 

木村邦佑君 徳さま、卓話楽しみにしております。30分間笑う

準備整いました。 

徳舛幸丈君 本日は宜しくお願いします。 

橋本正一君 徳舛さん、卓話楽しみにしています。 

［本日 25件、30,000円です］ 

 

出席報告 大竹孝一会員 

卓話「イニシエーションスピーチ」徳舛幸丈会員 

左）イニシエーション
スピーチの徳舛会員 
右）米山功労者第 5 回
マルチプル表彰の大森
会員 

 こんにちは。古河産業株式会社の徳舛幸丈です。今年の 6

月に茅ヶ崎ロータリーに入会させていただきました。早いも

ので、もう 4 ケ月になります。本日、自己紹介のお時間をい

ただき、ありがとうございます。あまり話し上手でないのに、

お時間、30 分もいただきまして。・・お聞き苦しい点多々あ

ると思いますが、しばしの間お付き合いの程、よろしくお願

いいたします。 

 私の父と母は、富山県出身です。1964年、昭和 39年に、

家族 5 人で茅ヶ崎の地に越して参りました。その 2 年後の

1966年、昭和 41年に自分が産まれましたので、自分は茅ヶ

崎生まれの茅ヶ崎育ちです。今年で、51才になりました。姉

弟は、姉が 3 人おり、4 人姉弟の末っ子で長男、甘えん坊と

なります。生まれた時は、3 千グラム程度で普通の大きさで

したが、初めての男の子で可愛がられて、甘やかされまして、

その後、ここまで大きく育ちました。 

 今でも憶えてますが、小学校 6 年生の時に、神奈中バスで

運賃箱に料金を入れた際に、運転手に『子供料金じゃないだ

ろう』と、腕を捕まれた上、怒鳴られて、『小学生だもん』と

泣いて訴えた事があるぐらい、小学校時代から、体が大きく

目立ちましたね。自分で言うのもなんですが、大きいのに気

弱で泣き虫でしたので、今で言うイジメですかね?よく同級生

に泣かされてました。 

 中学生になった時に、部活で柔道と出会いそれなりの実績

をあげますと・・・自然と、誰もイジメなくなり、泣かされ

る事もなくなりました。ですが、やはりへタレでして柔道も

途中でやめてしまいました。 

 その後、友達の誘いもあり、しばらく道場にておやじ柔道

を、再開しまして、あまり知ってる方は、いらっしゃらない

かと思うのですが、茅ヶ崎 4 大イベントの大岡越前祭にあわ

せて、茅ヶ崎市総合体育館で開催してます。大岡越前祭記念

柔道大会、今年で第 30回となりました。29才の時の、1996

年の第 8 回、翌年の 1997 年の第 9 回では、優勝させていた

だきました。わりと強かったんだと思います。 

柔道大会、今年で第 30回となりました。29才の時の、1996

年の第 8 回、翌年の 1997 年の第 9 回では、優勝させていた

だきました。わりと強かったんだと思います。 

 結婚は 1990年の誕生日前でしたので、24才です。子供は

3人おります。1992年（平成 4年）と 1994年（平成 6年）

と 1996年（平成 8年）男・男・女で、一番下の娘も今年の 1

月に無事に成人式も終えました。長男は、早くに結婚したの

で、今年 3 月に、2 人目の孫が誕生し、この卓話の 2 日後の

10月 14日に初孫が 2才の誕生日を迎えます。 

 趣味としては、バイクを所有しており、たまにフラッとツ

ーリングに行ったりしてます。今は、ホンダ CB の 1,300cc

を所有しており、カミさんの車が、トヨタのパッソの 1,000cc

でして、「なんでバイクの方が排気量大きい訳？」とかブツブ

ツ言われながらも乗り続けてます。あと、なかなか上手くな

らないのですが、ゴルフですかね。釣りや麻雀も好きです。 

 釣りは毎年 11月に北海道の八雲へ寒い中、サケを釣りに行

ってるのですが、昨年からサケの不漁が続いており、昨年は

1 匹も釣れなかったので、今年こそはと来月に懲りずに計画

していましたが、釣り宿より、昨年よりもっと酷い不漁とい

う事で、残念なのですが、今年は中止にしました。 

 会社は、北茅ヶ崎駅の側に事務所を構えておりますが、「湯

快爽快ちがさき様の隣です」の方がみなさんすぐに理解して

いただけます。 

 仕事内容は、一般高圧ガスの販売業をしております。ガス

屋と言うと、みなさんほぼ、LPガス、家庭用の民生プロパン

ガスを思い浮かばれますが、違います。なかなか、馴染みの

少ない業種かと思いますが、ユーザー様は、製造業や鉄工所

が主です。みなさんに馴染みのある場所ですと、病院の酸素、

麻酔ガスや滅菌ガス、ビールや炭酸飲料、温泉の炭酸泉にも

使います、炭酸ガス、スーパーにあるドライアイスも液化炭

酸ガスを圧縮し固めたものです。東京ディズニーランドで一

躍有名になりましたが、風船に使用するヘリウムガスなどを

販売しております。 

 今後ともよろしくお願い致します。 


