
 

◇歌唱 「我等の生業」 「覇気あれ我がクラブ」   ◇表彰［メジャードナー 成田栄二会員］ 

◇会長挨拶      ◇幹事報告       ◇委員会報告［親睦 他］    

◇イニシエーションスピーチ 宇野雅仁君・宮本英義君 ※宇野雅仁君の卓話は別紙に掲載致します 
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2022-2023 年度テーマ 

painted by Kenzo Tanaka 

第 63代会長 中山冨貴子 

第 63代幹事 富田 桂司 

2022 年 10 月 20 日（木） 第２９９０回例会 天候：晴れ 司会：安武 勝副幹事 No. 15 

 

＝本日の例会行事＝ 

スマイル報告 水嶋 聡会員 

中山冨貴子君 地区大会ご出席の皆様ありがとうございまし

た。子供食堂も大勢の方々が集まり盛況でよかったです。本日

は宇野さん・宮本さん、イニシエーションスピーチ楽しみにし

ております。 

田中賢三君 地区大会ではたいへんお世話になり有難うござ

いました。このまま日常に戻るようになる事を期待していま

すが、どうなるでしょうか？イニシエーションスピーチ宇野

さん・宮本さん、よろしくお願いします。 

加藤 寛君 季節の変わり目。体調に気をつけてください。 

和田幸男君 宇野さん・宮本さん、イニシエーションスピーチ

よろしくお願いします。 

成田栄二君 宇野さん・宮本さん、イニシエーションスピーチ

楽しみです。地区大会参加の皆様お疲れ様でした。 

古知屋光洋君 宇野さん・宮本さん、イニシエーションスピー

チよろしくお願いします。 

澤邑重夫君 札幌に行き、うかい亭に行き、地区大会に行った

2週間でした。日本一の秘境駅ではキツツキを発見し、高級料

理をいただき、さかなクンを見ることができましたが、特に記

憶に残ったのは水着とフィリピンと近所のアルバイトでし

た。毎日茅ヶ崎にいても同じかもしれません。 

大箭剛久君 地区大会参加の皆様、お疲れ様でした。さかなク

ンの解説してくれた「鮭とサーモンの違い」には「ギョッ」と

しました。サケは天然で加熱処理が必須で、サーモンは養殖で

生食 OKとのこと。正に「目からウロコ」ですね。さかなクン

だけに。 

 

加瀬義明君 宇野さん・宮本さん、イニシエーションスピーチ

よろしくお願い致します。 

杉本剛昭君 宇野さん・宮本さん、イニシエーションスピーチ

楽しみです。どうぞよろしくお願いいたします。10/8 に北海

道にある日本一の秘境駅「小幌」駅へ行ってきました。次は長

万部の不動産調査も兼ねて、廃線予定の函館本線に乗りたい

と思っています。 

木村信一君 宇野雅仁様、宮本英義様、スピーチ楽しみです。

エンジョイロータリー。 

木村邦佑君 宇野さん・宮本さん、スピーチ楽しみにしていま

す。今ここに肉とワインがあれば最高なんですが... 

橋本正一君 宇野さん・宮本さん、イニシエーションスピーチ

楽しみにしています。 

安武 勝君 宇野さん・宮本さん、イニシエーションスピーチ

タップリ時間ありますので、よろしくお願いします。 

柾木太郎君 ※メッセージなし 

菅野 敦君 宇野さん・宮本さん、スピーチ楽しみにしていま

す。道路は横断歩道を渡るように気を付けましょう。 

田中 毅君 宇野さん・宮本さん、本日のイニシエーションス

ピーチがんばって下さい。楽しみにしています。 

宇野雅仁君 先日の地区大会、行けなくて申し訳ありません。

本日のイニシエーションスピーチ、緊張しております。 

水嶋 聡君 皆様に幸有れ！宇野さん・宮本さん、イニシエー

ションスピーチ楽しみにしています。地区大会出席のみなさ

ま、おつかれさまでした。 

［本日 20件、24,000円でした］ 
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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 

１０／２０ ２９９０ ４２ ４１ ２７ ５ ９ ７８．０５％  

１０／６ ２９８８ ４２ ３９＋２ ３３ ２＋２ ４ ８５．３７％ ９０．２４％ 

 

 

 

 

 

 

出席報告 伊藤和明会員 

 生まれは横浜ですが、先祖のルーツを辿っていくと、愛媛県

三崎町です。太平洋に繋がる日本一細長い半島で現在は伊方

原発のある伊方町と合併しています。以前そこに私の祖父母

がおりまして、過去帳によると 16代目だそうです。佐賀関の

漁師さんたちが獲る関アジ・関サバは有名ですが、同じ豊予海

峡の漁場で愛媛県側で獲れたものは、ハナアジ・ハナサバと呼

ばれ、同じ魚なのですが、値が 5 分の 1 程度になります。た

いへん美味しいです。 

 父が昭和 40年代半ば、先輩を頼って、横浜の中央市場の青

果卸に就職するため上京してきたそうです。私は昭和 50年、

横浜で生まれました。南区の井土ヶ谷という下町に育ちまし

た。小学生の頃は学校が終わるとそのまま鞄を放り投げて野

球をしにいくというような子供でした。中学では野球部は丸

刈りで、ちょっと色心がついたものですから、硬式野球のクラ

ブチームに所属することになりました。ただ、土日しか練習・

試合がないので、平日はそのトレーニングも兼ねて、水泳部に

も入ることにしました。ひじょうに熱心な指導者のもとで、泳

ぎながらカラーバットで頭を叩かれて、しごかれたという記

憶が今も鮮明に残っています。野球もそれなりに頑張って、レ

ギュラーになれたのですが、どちらかと言うと、水泳の方が県

大会 3位になるなどよい成績を残せました。 

 高校は統廃合で名前がなくなってしまいましたが、菅野さ

んと同じ横浜日野高校というところに通い、野球を続けまし

た。最後は 3回戦で終わりとなりましたが、2回戦を横浜スタ

ジアムで試合が出来、3回戦が保土ヶ谷球場でテレビ中継があ

り、高校球児としてはたいへんよい思い出が残っています。そ

の後一浪して大学に入るのですが、父親から青果の仲卸のア

ルバイトをしろと言われ、丁稚奉公のように、フォークリフト

の運転をしたり、スーパーの品出しをさせられたりと、野球部

の仲間としもに野球とバイトに勤しんだ大学生活を送りまし

た。 

 家族は妻・長男・長女です。実は妻とは大学時代に出会った

のですが、一旦別れました。それが茅ヶ崎でのサザンオールス

ターズのコンサートの帰りのことで、口論になって別々の電

車で帰るということがありました。ある意味で茅ヶ崎は我々

夫婦には思い出の地であります。就職活動の時期は山一証券

や北海道拓殖銀行などが破綻に追い込まれていくという就職

氷河期でした。ANA や JAL も採用しないという厳しい時代

でした。現在、横浜銀行で仕事をさせてもらっていますが、当

時浜銀に不合格となってしまいました。現在はメットライフ

生命という名前、当時はアリコジャパンという名前の生命保

険会社に就職し、金融機関向けの法人営業を約 5 年間やらせ

ていただきました。九州・沖縄担当でしたので、机は大手町に

あったのですが、多い時には年間 200回以上飛行機に乗り、 

日本国中を飛び回っていました。長女を授かったのですが、ほ

とんど家にいないものですから、時々帰って抱きかかえると、

人見知りをされ、大泣きされるというようこともあって、妻か

らもいいかげんしろと言われました。そんな中、妻が日経新聞

に横浜銀行が中途採用をしているというのを見つけ、受けて

みました。というわけで、横浜銀行には 2005年、平成 17年

に 29歳で中途採用で入ったわけです。 

 家族の紹介をさせていただくと、高校 2 年の長男は野球部

で、彼が少年野球をやっていた頃は監督をやったり、中学・高

校の父母会長を仰せつかったりしています。野球に全く興味

がなかった妻も今はすっかり野球中心の生活になっていま

す。長女もいつのまにか野球が好きになり、大学の新聞部に所

属して、六大学野球の取材などをしているようです。家族皆で

野球三昧となっています。 

 私と妻にとってはある意味で思い出の地・茅ヶ崎の支店長

を拝命し、こうして皆様に貴重な機会を頂きました。これから

茅ヶ崎が我々にとってのよい地になればと、妻にも言われ、送

り出されている日々です。一日も早く茅ヶ崎の地に慣れ、皆様

のお役に立てるよう、頑張らせていただきますので、是非とも

ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い致します。 

イニシエーションスピーチ 宮本英義会員 

宮本英義会員 2022年 8月入会 

1975 年 10月 16 日生まれ 

横浜銀行茅ヶ崎支店支店長 

職業分類：商業銀行 

趣味：野球 

◎表彰［メジャードナー］ 

成田栄二会員 

◎幹事報告 

◆ガバナー事務所より   

◇地区大会参加へのお礼状 

◆ロータリー米山奨学会より   

『ハイライトよねやま ２７１』…  

全会員へ配信済み 

◆タウンニュース 

◎委員会報告 

親睦［木村邦佑会員］：12/22クリスマス家族例会のオークシ

ョングッズ受付開始 

会員増強・維持［小澤会員］：10/27になんどき牧場にて委員

会開催 
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2022-2023 年度テーマ 

painted by Kenzo Tanaka 

第 63代会長 中山冨貴子 

第 63代幹事 富田 桂司 

2022年 10月 20日例会 別紙：イニシエーションスピーチ 宇野雅仁君 

 みなさんこんにちは。只今、ご紹介に預かりました宇野雅

仁と申します。私は、茅ヶ崎駅南口にあります「ABC」とい

うバル居酒屋と「肉市場」という焼肉居酒屋を営んでおりま

す。またこちらの茅ヶ崎ロータリーへ入会させていただくき

っかけとなりましたのは、古知屋会員と水嶋会員がお店の方

へいらした際に私が「何かお手伝いすることがあれば。。。」と

言い、それだったらといことで入会のご紹介を受けることに

なりました。しかし私のような人間が、このような努力家の

皆様と高貴な会にご一緒させて頂く事にとてもとても悩み、

自問自答いたしました。それでも一度チャレンジさせていた

だこうと入会を決意いたしました。今後ともよろしくお願い

申し上げます。 

 まず初めに自己紹介をさせていただきますと、私は茅ヶ崎

生まれ茅ヶ崎育ちでございます。0 歳の時に皮膚の皮が全て

はがれるという病気にかかり生死をさ迷ったそうです。身体

が弱かった事もあり 5 歳の時に当時、東海岸に 10 メートル

ほどのプールだった「林水泳教室」というところへ通わせま

した。泣いて行く日もあったことを覚えております。その後

小学生になり一人で自転車をこいで週に 3、4日、2時間半の

猛練習をさせられ、時にはビート板で叩かれたりもし鍛えて

いただきました。ある日 ABC で働いている時でした。カウ

ンターにお座りになった 70 歳くらいの紳士なお客様の会話

の中で私の先輩のお名前が、出たのでどういうご関係か伺っ

たところ「私の教え子です」とおっしゃったので予約表を確

認したところその当時水泳を教えていただいた恩師の先生で

した。茅ヶ崎に帰ってお店を開いてよかったなぁと思った瞬

間でございました。 

 そして中学、高校と進学して行くのですが、勉強が嫌いで

嫌いでテストもろくに勉強しませんでした。ある日のことで

す。理科の先生に「おい宇野！職員室へ来い！」ということ

で行くとテストの問題用紙を読めと言います。「。。。の問いを

ア、イ、ウ、工から選べ」という問題だったにも関わらず、

私の答案用紙は、すべて 1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4で全く読んで

で行くとテストの問題用紙を読めと言います。「．．．の問い

をア、イ、ウ、工から選べ」という問題だったにも関わらず、

私の答案用紙は、すべて 1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4で全く読んで

もいなかったことで、とても怒られたのを覚えています。 

  その後、手に職をつけようということで都内へ料理人を目

指すことなりました。フランス料理を志していましたので、

フランス帰りの先輩やシェフに出会い私も 25 歳の時にフラ

ンスへ修行へ行くこととなりました。ちょっとした珍話です

が、賄いを食べている時にパスタが出てきたので食べている

とみんなが「クスクス」と笑いました、2、3度目でようやく

私がパスタをすすっていた事に気づき、以後海外ではパスタ

はすすらなくなりました。 

  その後にアメリカのNYへ憧れ移住しましたが、一番思い

出にあるのが 9・11の事件でございます。当時、私は日本文

化に憧れ合気道や陶芸教室へ通っていたのですが、ちょうど

その日も朝、9時から陶芸教室へ通う日でした。その朝は、

地下鉄も止まってしまい地上へ人がわんさか出てきてパニ

ック状態でした。私は、何が起こったのか理解できず教室へ

向かいました。すると教室の先生、生徒がラジオを聴き「何

かテロがあったみたい」という事でその日の教室は、中止と

なったので私はチャンスと思い友達と飲みに行く計画をし

ました。当然、バーもカフェもレストランも営業しておらず

自分の浅はかさを実感した瞬間でした。バスを乗り継ぎ歩い

て帰宅してニュースを見たときに初めてあのビルへ飛行機

が突っ込んだ事を確認いたしました。その後のNYは、一変

したのを覚えています。そして 90%のアメリカ国民が戦争へ

行くのを支持し現実となりましたので、外国人である私は、

戦争とは何か?宗教とは何か?アメリカとは?日本とは?ニュ

ースの報道とは?と様々のことを考えることとなりました。 

 NYのあと一度東京へ戻るのですが、好奇心の強い私は 
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次に中国へ行こうと決意し中国の大学で一年ほど中国語を学ん

だ後に北京で仕事をいたしました。中国を一言で言いますと、と

てもとても大きい国で、行く前のイメージと実際に住んでからの

イメージが、全く変わりました。人口も多いですし日本の教育と

は、真逆くらいに違った感じでした。良いところがたくさんある

事に気づかされ多くを学びました。 

  その次にタイへ行くのですがタイという国で感じたのは、とて

も気候の良いところでしてちょうど地球上のコーヒーベルトと

言われている地域や国は、土壌が良いせいか種を蒔けば、数ヶ月

後に身となり果実となり豊富な野菜や果物が出来るので飢える

心配がないことを潜在意識的に知っているのだと思います。怠け

ているのでは無く飢えないことを先祖代々知っていることを感

じました。 

  その後茅ヶ崎へ戻ってきて現 ABC を開業し現在に至ります。

これまでたくさんのお客様に支えられ、こちらにいらっしゃる会

員の方々にも良くご利用いただきました。2 年半前からコロナ禍

となり飲食業は、大打撃を受けましたが多くの地元地域の方々に

応援していただき、古知屋会員にも毎週お弁当を買いに来ていた

だいたりと助けていただきました。コロナ禍になったことで地域

の方々にご支援いただいている事に改めて知る事で地域貢献に

対して真剣に考える事になりました。今後、更に地域に貢献して

まいりますので皆さまのご支援、ご指導、ご鞭蛙のほどよろしく

お願い申し上げます。皆さまご静聴ありがとうございました。 

宇野雅仁会員 2022年 7月入会 

1973 年 2 月 11 日生まれ 

ＡＢＣ 肉とワインのおいしい

お店 代表 

職業分類：多国籍料理  

趣味：海外旅行 


