
  

◇歌唱  「それでこそロータリー」       ◇入会セレモニー［秋本一茂会員］ 

◇会長挨拶     ◇幹事報告   ◇委員会報告［ホームページ委員会 他］  

◇卓話 「イニシエーションスピーチ」 菅野 敦会員 
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2021-2022 年度 

painted by Kenzo Tanaka 

第 62代会長 古知屋光洋 

第 62代幹事 加瀬 義明 

2022 年 4 月 21 日（木） 第２９６７回例会 天候：晴れ 司会：富田桂司副幹事 No. 34 

 
＝本日の例会行事＝ 

◎ゲスト・ビジター紹介   

平賀裕祥様 （伊藤和明会員ゲスト）、三澤京子様（第４

G ガバナー補佐）、井上晋一様（第４G ガバナー補佐幹

事） 

◎ロータリー奉仕デイのご案内 

三澤京子様（第４Gガバナー補佐）、井上晋一様（第４G

ガバナー補佐幹事） 

◎入会セレモニー 

新会員 秋本一茂君 （株式会社ジェイコム湘南・神奈

川 湘南・鎌倉局 局長）紹介者 田中賢三君    

歓迎の歌「奉仕の理想」 

◎幹事報告 

◆ガバナー事務所より   

◇２０２２－２０２３年度地区役員・委員会委員長ご就

任委嘱の件 

 ・パストガバナー/地区諮問委員会委員：田中賢三会員 

 ・地区公共イメージ委員会副委員長：杉本剛昭会員 

 ・地区会員増強委員会委員長/地区戦略計画委員会委

員：岩澤あゆみ会員 

 ・平和フェロー・諸学金委員会副委員長：大箭剛久会

員 

 ・地区監査委員会委員：杉田祐一会員  地区クラブ

管理運営委員会委員：水嶋聡会員 

◆綾瀬春日ＲＣ：創立３０周年記念式典のご案内 ５月

２８日 レンブラントホテル海老名 

◎委員会報告 

親睦［澤邑会員］：5/19静岡大井川鉄道親睦旅行の件 

ペットボトルキャップ収集［水嶋会員］：例会場への持ち

込み中止のお知らせ 

スマイル報告 澤邑重夫会員 

第 4G AG三澤京子様・AG幹事井上晋一様より 

古知屋光洋君 平賀さんようこそ。ロータリー例会をお

楽しみください。 

加瀬義明君 ゲストの平賀様ようこそいらっしゃいま

した。秋本さん、ご入会おめでとうございます。 

大森久巳男君 （株）ジェイコム湘南 秋本一茂様、入

会歓迎致します。 

伊藤留治君 三澤さんようこそいらっしゃいました。菅

野さん、イニシエーションスピーチ楽しみです。 

吉田恵子君 ガバナー補佐三澤様、井上様、ゲストの平

賀様ようこそいらっしゃいませ。 

和田幸男君 三澤 AG、井上 AG 補佐、平賀さん、よう

こそ。秋本さん、入会おめでとうございます。 

田中賢三君 三澤ガバナー補佐はじめ大勢のゲストの

方々大歓迎です。秋本一茂さん、御入会たいへんおめで

とうございます。シカゴ規定審議会、成田さん、吉田さ

んはじめ皆様に応援していただき有難うございました。

上岡さんリサイタルもお世話になりました。 

ロータリー奉仕デイキャラバンの三澤AG、新入会の秋本会員 
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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 
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出席報告 大竹孝一会員 

菅野 敦会員「イニシエーションスピーチ」 

 2 月 1 日の人事異動で、茅ヶ崎営業部の部長となり

ました菅野敦です。優良産業人の石田のあとで、プレッ

シャーを感じますが、よいところを引き継いでいきた

いと思います。 

 1971 年生まれの 51 歳です。生まれ・育ちは大船の

飯島町です。小 3 くらいまではひどく人見知りで、玄

関に見知らぬ靴があると、家に入れないというほどで

した。横浜市立西本郷小学校に通う傍ら、6年生まで戸

塚リトルに所属していました。身体の小さかった私は

その先の戸塚シニアには進みませんでしたが、チーム

メイトには横浜高校や Y 校に進んで甲子園に出られて

いる人もたくさんいます。 

 西本郷中学では陸上部に所属して、1500メートルや

3000メートルを走っていました。ちなみに、国会議員

をしている黄川田仁志は小中学校の同級生です。幼い

頃から毎日一緒に遊んでいた彼が現在財務副大臣にな

っていて、驚きます。よくコロナの分科会で尾身会長の

隣にいて、テレビにも時々写っています。 

 高校は横浜日野高校、現在は南稜高校に名前が変わ

りました、に通っていました。3年間勉強もせずに遊ん

でいたせいで、現役では大学に合格せず、1年間代々木

ゼミナールの大船校と横浜校に通いました。東京都の

江古田にある武蔵大学に合格し、俗に言う飲み会サー

クルに入りました。夏はテニス、冬はスキーをやるよう

なところで、バイトもたくさんしていましたが、ほとん

どは酒代に消えていきました。 

 大学で知り合った妻とは 5年の交際を経て、27歳で

結婚、現在は社会人の長男、大学生の次男、中 2 の長

女との 5 人家族です。長男は青学出身で、大学のクラ

スメイトに駅伝メンバーの岩見秀哉くんがいました。

彼は 2 年生の時、4 区で大失速して青学の連覇を止め

ることになったのですが、4 年生の時には 8 区で活躍

できたようで、よかったです。子供たちは野球が好き

で、少年野球チームに入団しまして、私は野球をやって

いたということもあり、8年間野球チームのコーチや監

督を務めました。今思うと、プライベートが最も充実し

ていた時期だったかもしれません。 

 最後に、なぜ信用金庫だったのか、ということです 

          が、祖父母が商売をしていて、い 

          つも信用金庫の方がそばで何か 

          と世話になったというのが大き 

          いと思います。実は、新入社員の 

          時に配属されたのが茅ヶ崎営業 

          で、そこに部長として戻ってき 

          ました。これはたいへん珍しい 

          例のようです。今後とも何卒よ

ろしくお願い致します。 

 

【スマイル報告続き】 

大箭剛久君 本日の歓送迎会、都合により 2人前のお酒

をいただきますので、よろしくお願いします。スマイル

も 2枚にしておきます。 

山口利通君 三澤さん、井上さん、ようこそ。本日はよ

ろしくお願い致します。 

成田栄二君 三澤 AG、井上 AG 補佐、いつもご苦労様

です。ゲストの平賀様リラックスして楽しんでくださ

い。田中 PG、規定審議会お疲れ様でした。 

河本啓伸君 秋本局長、ご入会おめでとうございます。

本日 4/30 ライブのゲネプロで歓送迎会に伺えず残念で

す。ちなみにライブチケットはいつも通り絶賛在庫中。

買うなら今だ！ 

中山冨貴子君 平賀裕祥様、第 4グループ AG三澤京子

様、AG 補佐井上晋一様、ようこそお越しくださいまし

た。菅野会員イニシエーションスピーチ楽しみにしてお

ります。 

水嶋 聡君 ゲスト・ビジターの皆様いらっしゃいま

せ。息子の長野県移住も落ち着いて、大学生活も無事始

まりました。なので今度は私の長野営業所探しが始まっ

ています。次週は 4/30, 5/1と行ってきます。息子にばれ

ないようミッションを遂行致します。皆様に幸有れ！ 

小澤雅彦君 田中さん、規定審議会での二案可決おめで

とうございます！旅の土産話をぜひまたお聞かせくだ

さいませ。 

木村信一君 平賀様、三澤様、井上様いらっしゃいませ。

秋本様、菅野様、よろしくお願い致します。 

富田桂司君 平賀さん、三澤 AG、井上 AG 補佐、よう

こそ！菅野さん、イニシエーションスピーチがんばって

下さい。 

北村公子君 秋本さん、ご入会おめでとうございます。

これからのロータリー活動お楽しみください。菅野さ

ん、イニシエーションスピーチ楽しみです。 

大竹孝一君 ゲスト平賀様、三澤様、井上様ようこそ。

秋本さん入会おめでとうございます。私事ではあります

が、本日誕生日です。49歳になりました。 

永田輝樹君 秋本さん、ご入会おめでとうございます。

菅野さん、イニシエーションスピーチよろしくお願い致

します。今晩も楽しみにしています！ 

横山博行君 菅野さん、本日はスピーチよろしくお願い

します。ロシア情勢、早く落ち着いて欲しいですね。 

柾木太郎君 ようこそ秋本さん！ 

菅野 敦君 よろしくお願いします。 

秋本一茂君 今月よりロータリー会員にさせていただ

きました。自覚を持って行動させていただきたいと思っ

ております。 

澤邑重夫君 平賀さん、三澤さん、井上さん、ようこそ。

本日は次年度スマイル委員の練習です。夕方までに風呂

にでも入って、体調万全で臨みたいと思います。 

［本日 26件、35,000円です］ 


