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例会報告 Ｖｏｌ 43 Ｎｏ.１１（No.２０５１）９月２１日（水）曇り時々晴れ（司会 武藤康之委員長） 

本例会でのおもな事項        

   ＊会長挨拶              ＊会員卓話 

        倉持功典会員  橋本忠昭会員 

諸 報 告 

米山記念奨学会 （田上秀雄委員長） 

来月は、米山月間ですので、ご協力宜しくお願いします。 

親睦活動委員会 （瀬戸隆海委員長） 

忘年会の日にちが決まりました。１２月１０日（土）です。みなさんのご参加お待ちしております。 

 

幹 事 報 告  （熊谷 昇幹事） 

週 報 受 理     なし 

例会変更通知受理      なし 

 
会 長 挨 拶 （青木清人会長） 

皆様、こんにちは。 
十五夜も過ぎ、ずいぶん過ごしやすくなってまいりました。私も会長就任

以来２ヵ月半が過ぎ、ほんの少し落ち着いてまいりましたが、そろそろ早く

も会長スピーチのネタが底をついてきました。本当に困ってしまうのです

が、ネットでロータリーの著名人というのを見つけましたので、これをネタに

したいと思います。 
企業人については、キラ星のごとく無数になるのでしょうが、面白いところ

では、 
科学者・・・・シュバイツアー、西沢潤一（元東北大学長、仙台ＲＣ） 
作家・・・・・・トーマス・マン（ミュンヘンＲＣ） 
国家元首・・スウェーデン国王、グスタフ・アドルフ６世 モナコ国王、レーニエ大公 
軍人・・・・・・ダグラス・マッカーサー（フィリピン・マニラＲＣ）←アジアで最初のＲＣ 
政治家・・・・イギリス・・・チャーチル（ロンドンＲＣ）、 

アメリカ・・・・２８代ウィルソン・・・フーバー、ルーズベルト、トルーマン、アイゼンハワー、ケネ

ディ、ニクソン、フォード、カーター、レーガン、ブッシュ（父親、現役ヒューストンＲ

Ｃ）、クリントン（入会・退会を繰り返す。現在退会中）、４３代ブッシュ（現大統領、

ワシントンＤＣＲＣ）  日本では考えにくいのですが、アメリカでは政治家・大統

領がロータリーメンバーである事が面白いところです。 
その他・・・・・ビル・ゲイツ、私と同期の幹事で、牛尾治郎さんが（東京ＲＣ）居られました。 
色々調べてみると、各分野の色々な著名人がロータリーメンバーである事が、判るかと思います。 
この後、新会員の橋本会員、倉持会員のイニシエーションスピーチ（新会員の卓話）があります。また、夜

はロータリー情報委員会主催の新会員と先輩会員（２５年以上）の家庭集会が行われます。早い時期に

開催いただけますことに感謝申し上げます。今日は、昼も夜も新会員一色となります。宜しくお願い致しま

す。 
 

会 員 卓 話  

倉持功典会員 

こんにちは。新入会員の倉持功典です。 

入会させていただいて、まだ、1 ヶ月ちょっとですが、なかなか飲み込みが悪く苦戦しております。 
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今日は、初めての卓話ということで、いろいろとまとまらない話をさせていた

だきたいと思います。 

私の住まいは、森下町のタカラブネの後ろ側です。タカラブネというよりは、

例のリフォーム詐欺の後ろと言ったほうがわかりやすいかもしれません。母と

かみさんと子供が 2 人（高３、高２）の 5 人家族です。高３の息子は受験で、

出来ることならば、熊谷さんの後輩になりたいといっております。 

趣味は、飲み歩きと城めぐりとギターです。正確に言うと城跡めぐりですね。 

お城はあってもなくてもかまわないという感じです。 

最近は、青木会長のふるさとの近くにある安土城がちょっと気になっております。現在発掘調査が行われ

ておりまして、最近大手門前にかなり広大な広場が発見されたと新聞で読みまして、年内には、一度行っ

てみなくてはと思っております。 

それから最近ウォーキングをちょっと始めまして、先日つくばＥＸのつくば駅からみどりの駅まで１２ｋｍを歩

く会というのがありまして、張り切って前日に前夜祭と称しまして飲みに行ったところ、あまりにメートルを上

げすぎまして、当日起きたのがちょうどゴールする時間になってしまい参加できませんでした。 

次も順次ＴＸの駅を歩く会がありますので日程が合えば参加したいなと思っております。 

ギターは、染谷秀雄さんに面倒をみていただきましてやっておりました。大会などにでていたのは 10 代の

ころで、最近では、たまに 5 分位触る程度です。ライブを聴きに行ったりするのも好きなのですが、最近は

なかなか時間がなくてぜんぜん行っておりません。 

先日の納涼会などは、久しぶりに生のパフォーマンスを見させていただきましてとても楽しかったです。 

仕事は、菓子、食品、飲料の卸売業と自動販売機サービス業をやっておりまして、以前は近隣だけで商

売が成り立ったのですが、最近では、いずれもやはり外に外にと向いていってしまっております。一応、商

売上、ＮＯと言わないことを目指しております。まあ、年中ＮＯと言っておりますが・・・ 

最近ちょっといいことがありまして、菓子部門の強化を図って、全国２０社の中堅菓子問屋で構成されてい

るＮＳグループというのがあるのですが、その中の一社と業務提携をしまして、同じサービスや情報を受け

ることができるようになりました。それもやはり人と人とのつながりで事が進んだわけで、そういうことは大切

だなと思いました。 

最後にロータリークラブですが、私は、能力があまりありません。ですから、ロータリークラブの、人間的に

もそして企業としても、すばらしい方々といっしょに活動させていただくことによって、ダメな自分を磨いて

いこうと思っております。 

これが新入会員の倉持功典です。よろしくお願いします。 

ご静聴ありがとうございました。 

 

橋本忠昭会員 

こんにちは、橋本 忠昭と申します。 
私は１９４２年、昭和１７年生まれの６２歳です。来月誕生日が来ますので６３

になります。家族構成は妻と娘二人。 娘は二人とも３０過ぎになっています

がまだ嫁にも行かず家でごろごろしております。  
仕事は食品販売、食品開発、メーカ物流、ｾﾝﾀｰ業務など物流全般の業務

を行っている企業です。 水海道に来て５年目になります。 日本での仕事

というのは今回が初めてでして、それまでの約３５年間はアメリカ、もしくはア

メリカ企業での仕事をしてまいりました。 
５０歳からカナダとアメリカで会社を作りこれで３つ目となります。 
それまでは２５年間サラリーマンをしておりまして、先週のちょうど水曜日１４日、私の古巣であるノースウエ

スト航空がデルタ航空とともに chapter 11、会社更生法にファイルし倒産しました。 これも規制緩和の荒
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波の中の一環として起こっていることです。 昨今のオイルの問題もあるかもしれませんが企業体質が規

制緩和の結果弱くなっていることが一因だと思います。 
先般の総選挙における自民党の勝利は改革続行と言うことで皆さん総論賛成ということになりました。 経

済界においては規制緩和が加速されていくこととなります。 規制緩和という言葉自体は聴きなれた言葉

でどういうことかも浸透し、理解されているものと思います。が、アメリカでは今から２８年前から規制緩和が

始まりました。 その規制緩和の荒波を経験したものとして一言言わせていただくと、いいところばかりでは

ありませんよ、相当な覚悟が必要ですよということです。 どういうことがおこるのかということについてはま

だまだ本当の怖さが意識されていないようにと思っております。  
言い換えれば弱肉強食、端的に言えば資本力のあるもの、知恵のあるものが勝ち残ると言う構図になると

いうことです。 既存のシステムは破壊されます。 それなりの覚悟をしっかりと持っていないといとも簡単

に吹っ飛ばされるということです。 競争の激化とともに企業寿命が短くなっております。 経済の専門家

ではないのではっきりしたことはいえませんが、私の感覚では多分２０年ぐらいだと思います。 そのうち旬

なのは７－８年ではないでしょうか。 他は賞味期限切れでも何とか存続していけましたが、この規制緩和

の中では賞味期限切れは即退場となります。 日々の創意工夫が不可欠になっているということを私も肝

に銘じて努力している次第です。 
 

出 席 報 告 （白井 豊委員長） 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜 暇 メーク 

５０名 ３７名 １５名 ０名 ６名 

出席率 ８６．００％ 

 

ニコニコボックス （石塚克己ＳＡＡ） 

・本日は、昼も夜も新会員一色になります。宜しくお願い致します。    青木（清）会員 

・橋本さん、倉持さん、本日卓話宜しくお願いします。また、田中委員長ロータリー情報委員会宜しくお願

いします。     熊谷会員 

・皆さんにも良い事がありますように。    松村会員 

・十五夜お月様が余にも美しすぎて、お酒もはかどりました。    青木（正）会員 

・昨日からお彼岸です。忙しいけどやっぱり例会が楽しくって、みんなの顔が見たくって・・・・ 瀬戸会員 

・銀行のオフィシャル行事が続き欠席が重なりました。 褒められました。   関根会員 

・褒められました。    隅屋会員 

・その他     草間・横山  各会員 

・例会欠席しました。    石塚（利）・武藤・角田   各会員 

・お弁当ピタリ賞でした。隅屋会員に褒められました。    石塚（克）・登坂  各会員 

入金計 ￥２６,０００ 累 計 ￥６８７,０００ 

 

 

ロータリー情報委員会より 一口メモ 

インターアクト（Interact）:奉仕と国際理解に貢献する世界的友好精神の中で、相共に活動する機会を青

少年に与えるために結成される。インターアクト・クラブに入会出来る者は、高校に在学中の学生または

年齢１４歳から１８歳までの若い人である。  

 

会報委員会   委員長 横山 修   副委員長 山野井周一    委員 根本恒夫 
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