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点 鐘
合 唱
「我らの生業」
司 会
千葉 茂 会長
ゲスト
ビジター
横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 中村 清乃 様
入会式
堀川 敏毅 会員
誕生日祝
入会記念日のお祝い
｢出席報告｣
(本日)9 月 10 日
出席対象
メークア
総数
出席数
出席率
数
ップ
28 名
26 名
15 名
57.69％
3名
（前々回)8 月 20 日
出席対象
メークア
総数
出席数
出席率
数
ップ
27 名
25 名
13 名
52.00％
5名

横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
中村 清乃様

計
18 名
計
18 名

修正出席
率
69.23％
修正出席
率
72.00％

「メーキャップされた会員」
9/9 第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ三役会 千葉 茂会長 前川永久副会長 平林祐樹幹事
「ニコニコＢＯＸ」
中村清乃様（横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）
横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの中村です。本日はﾋﾞｼﾞﾀｰ参加させて頂きありがと
うございます。どうか宜しくお願い致します
1

三役

皆様こんにちわ。横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ中村様ようこそお越しくださいま
した。壹岐会員 田代会員 堀川会員 本日のｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致
します
森
洋会員 横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ中村様ようこそ。堀川さん入会式おめでとうござい
ます
福嶋義信会員 横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 中村会員ようこそ
堀川敏毅氏 ご入会おめでとうございます
御子柴智義会員 壹岐会員 田代会員 堀川会員本日の卓話楽しみにしております
石井伸二会員 堀川敏毅様ご入会おめでとうございます。中村清乃様ようこそ
小菅健史会員 横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ中村様ようこそ。
堀川さん 入会おめでとうございます
竹永 薫会員 本日は横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ中村様ようこそお越し頂きました
壱岐会員 田代会員 堀川会員卓話宜しくお願い致します
飯倉正俊会員 ｼﾞｪｲｺﾑ湘南 中村清乃様（横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）ようこそいらして頂き
ました。堀川様 入会おめでとうございます
ニコニコＢＯＸの合計は 12,000 円(累計 142,000 円)
ご協力有難うございました。次週も宜しくお願い致します

入会式
堀川敏毅会員

ﾆｺﾆｺ報告
小出純子副 SAA

出席報告
飯倉正俊会員

「会長あいさつ」
・皆様 台風の被害等はございませんでしたでしょうか？仕事柄
何かお役に立つこともあると思いますので遠慮なくご相談ください
「幹事報告」
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より
①豪雨による北九州被害地への義援金協力依頼が届いております
②「職業奉仕月間」卓話者派遣のご案内が届いております
◎配布 ①ﾛｰﾀﾘｰの友９月号 ②８月出欠表
◎回覧 ①横須賀北ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞとの親睦ｺﾞﾙﾌ出欠回覧
②米山梅吉記念館「館報」
③Facebook・YouTube 配信のご報告とご協力のお願い
◎本日例会終了後定例理事会がございます。関係理事の方は宜しくお願い致します
◎三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞよりより例会のお知らせ受領
◎地区大会親睦ｺﾞﾙﾌ大会に参加をお願いします
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「委員会報告」
・地区ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会より 伊与田あさ子地区委員
①新会員の方「ﾏｲﾛｰﾀﾘｰ｣にご登録をお願いします
②今年度の「新会員の集い」は一泊研修ではなく一日のみの予定
日 時 １２月 ７日（土）１３：００～２０：３０
場 所 藤沢商工会館ﾐﾅﾊﾟｰｸ６F
｢スピーチ｣

【ﾛｰﾀﾘｰの友９月号紹介

小菅 健史

雑誌委員長】

横 P3 RI 会長ﾒｯｾｰｼﾞ ﾏｰｸ・ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾏﾛｰﾆｰ
一年を通してどの家庭でもその家庭ならではのしきたりがありま
すが、機会を見つけて、その家庭をﾛｰﾀﾘｰのみんなに紹介するという
新しいしきたりを取り入れてはいかがでしょうか
横 P7-11 基本的教育と識字率向上月間
9 月は基本的教育と識字率向上月間です。世界には、貧困や紛争、学校が近くにな
いといった様々な理由から学校にいけない子どもが約 1 億 2000 万人 教育の機会が
得られず大人になっても文字の読み書きが出来ない人が 7 億 5000 万以上います。貧
困の原因ともなるそうした状況を改善するためﾛｰﾀﾘｰでは学校を造り図書を贈り、さ
らには教師を育てるなど、世界各地で活動を行っていますと各ｸﾗﾌﾞの活動が紹介され
ています。
横 P12-17 特集ﾛｰﾀﾘｰの友月間
ﾛｰﾀﾘｰの友について詳しく掲載されています
横 P18-29
本年度 2020 年に国際大会が開催される。ﾎﾉﾙﾙが紹介されています
横 P36-37 ﾛｰﾀﾘｰ米山記念事業の基礎知識
寄附金の使い方などが掲載されています。
縦 P9-11 この人を訪ねて
八尾東ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞでﾐｷﾊｳｽ社長 木村皓一さんの話が掲載されています

～新会員卓話～
［壹岐 義史 会員］
再入会の壹岐です。１９９１年 森 PG が会長の時に入会、入会式
の日がｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問でしたので当時の生沼ｶﾞﾊﾞﾅｰにﾊﾞｯｼﾞを付けて
頂きました。副会長は福嶋義信会員、幹事は 現在の前川永久会員の
叔父さんにあたる前川哲史さんでした。
平成１１年に幹事を務めさせて頂いた年に網膜剥離で手術をし、５
か月入院、副幹事の芹澤達之会員にお世話になりました。平成１４年
に４３代会長の時も欠席が多く会員の皆様にお世話になりました。
私がﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞという名前を聞いたのは昭和３５年高校２年の時です。当時はまだ
横須賀北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞはなく、昭和３７年１１月の伝達式が行われ、父親がﾁｬｰﾀｰﾒﾝﾊﾞｰ
の一人でした。当日父を車で送迎しました。
３年間お休みをしておりましたが千葉 茂会長の再入会のお誘いをうけ新会員と
して入会させて頂きました。ご指導の程 宜しくお願い致します
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先月の８月２２日～９月１日まで南ｱﾌﾘｶ南西部へ行ってきました。荒野の地に雨の
降った後一面の花が咲くというところです。また今回で３回目の砂漠見学ﾅﾐﾌﾞ砂漠
平成２５年よりはじめた海外旅行 今回で３０回目でした

[田代 亘

会員]

ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞには２０１８年４月追浜工場へ異動に伴い、入会させ
て頂きました。
１９６３年６月生まれの５６歳です
横浜の本牧で生まれ育ち、子供の頃から野球をやっていました。
直ぐ近くには､ﾍﾞｰｽがあり（今ではﾏｲｶﾙ本牧になっていますが）、
中には天然芝にﾅｲﾀｰ設備付のｸﾞﾗﾝﾄﾞがあり、我々は学校の校庭、いつかあんな野球場
で野球がしたいと思って一生懸命やっていたように記憶しています。
高校時代は野球漬けで、休みは、夏の大会に負けた翌日と元旦の２日だけ・・今思
うとよく続いたと思います。
その後、幸運にも大学、社会人と野球を続けることができ、会社人になり２ｼｰｽﾞﾝ
目の春に大きな怪我をして、野球人生に終止符をうちました。
振り返ってみると野球人生を通じ多くのことを学び、人格形成にも大きな影響があ
ったと思います。
日々の厳しい練習や先輩からのしごきを通じ、忍耐力、我慢､ｽﾄﾚｽ耐性が身につい
たと思います。また、自分がやられて嫌なことは人にやるのはやめようとか・・・
今では、即出場停止になるようなことも、日常茶飯事の時代でした。また、理不尽
なことも沢山ありました。例えば、１年生は、３年生とは「はい」と「いいえ」しか
喋ってはいけないとか、１年生は真夏でも長袖のｼｬﾂをまくってはいけない、守備練
習中にﾎﾞｰﾙがｲﾚｷﾞｭﾗｰすると・・・練習終了後に説教
今となっては良い思い出で、高校時代の同期と酒を飲むと説教の話で盛り上がります。
現役時代に衝撃を受けた２つの言葉を紹介させて頂きます
１つ目は大学時代の監督に言われた言葉
ﾊﾞｯﾀｰがﾊﾞｯﾄを振るのは努力ではなくて義務だ！
２つ目は大学１年の時に腰を悪くして、入院した時にたまたま同じ部屋に入院してい
た早稲田大学ﾗｸﾞﾋﾞｰ部の先輩に言われた言葉
努力に限界は無い。・・・早稲田に行かないで良かったと思いました。
最後に自分が仕事をする上でのｽﾀﾝｽを決めた出来事を紹介し、終わりにさせて頂きま
す。それは、野球を辞めると決断した時にｺｰﾁから言われた一言で「お前がもう少し
一生懸命やっていたら、良い選手になったのになあ・・｣という言葉です。自分とし
ては、精一杯野球に取り組んでいたので何でそんなことをいわれるのか疑問でした。
このｺｰﾁが、見る目が無いんじゃないか？とか、自分がｱﾋﾟｰﾙ不足だったのか？それと
も自分の頑張りと世の中の頑張りのﾚﾍﾞﾙが違うのか？など悩みました。
私の出した結論は、良くやっている、やっていないという評価は、第三者がするも
の。自分でいくら一生懸命に取り組んでも第三者からﾀﾞﾒと言われればﾀﾞﾒだし、自分
では出来ていないと思っても、第三者から良くやったと見られれば、良くやった。
従って自分は、正直に、自分で納得できる仕事を心掛けています。
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[堀川 敏毅

会員]

堀川と申します。簡単に自己紹介をさせて頂きます。
中学、高校は横須賀、大学は九州 就職は福岡の西日本新聞社。
新聞社で１６年、主にｽﾎﾟｰﾂ記者として、ﾌﾟﾛ野球、J ﾘｰｸﾞ、ｱﾏﾁｭｱｽﾎﾟ
ｰﾂ全般を担当していました。
１９９６年の長嶋監督のﾒｰｸﾄﾞﾗﾏ、９６-９７年の東尾監督の連覇、
２００６年のﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟﾄﾞｲﾂ大会には２か月ほど取材で行きました
税理士になったのは３年前、やりがいのある仕事と思っています。色々な方のお話
を聞くという新聞社時代の経験が生かされていると感じています。
子どもの時からｽﾎﾟｰﾂを続け、中学・高校はｻｯｶｰ、大学ではｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙを続けて
きました。今でも中学時代のｻｯｶｰ仲間とﾌｯﾄｻﾙで集まりそのあとは・・・・ｽﾎﾟｰﾂを続
けてきてよかったと思っています。
新聞社時代は体育会系の先輩が多く、随分とﾀﾌなお付き合いをしました。体力があ
ったなと感じています
４０歳で転職、地元へ戻り現在５１歳、地元への貢献をしたいと思っています
今後とも宜しくお願い致します

行事予定
〈クラブ〉
２０１９年
９月 ３日（火）合同例会 横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとの合同例会
卓話 海上自衛隊横須賀地方総監部幕僚長
海将補 真殿 知彦 様
１０日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 小菅健史 雑誌委員長
新会員卓話 壹岐義史 田代 亘 堀川敏毅
第３回定例理事会 13：40～14：30
１７日（火）通常例会 卓話 横須賀税務署法人課税第一部門
上席国税調査官 佐藤 武彦 様
１０月 １日（火）休
会 定款第６条第１節による
８日（火）通常例会 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐公式訪問 小林康記ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
「Ｒの友」紹介 小菅健史 雑誌委員長
第４回定例理事会 13：40～14：30
１５日（火）移動例会 山梨県河口湖ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ訪問例会
１４日（月）～１５日（火）一泊旅行
２０日（日）地区大会
２２日（火）振替休会 地区大会の振替
２９日（火）通常例会 ｸﾗﾌﾞ協議会
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各会員

