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第1414回例会平成29年4月4日(火)発行(No･27号)

(　　　第1415回

2017年4月4日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣

四つのテスト･ロータリーの目的

卓　話｢財務諸表から見える銀行格付けなど｣

当クラブ　飯田晃生会員

第1416回

′へ　　　2017年4月11日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢我等の生業｣

卓　話｢特別支援学校における自立活動について｣

さいたま市立さくら草特別支援学校

校長　佐藤浩市様

地区テーマ

楽しいロータリークラブを作り上げよう

第1414回･ 2017年3月28日(火)

司会　岡崎　渉会員

点　　鐘12:30　横田　元会長

ソ　ン　グ｢2770地区の歌｣

ソングリーダー　矢作謙一会員

会長挨拶　横田　元会長

幹事報告横田　元会長

会葬御礼　鈴木義男会長エレクト

委員会報告　創立30周年記念実行委員会

森　　裕部会長

ニコニコBOX　クラブ運営管理委員会

鈴木寿和委員

出席報告　クラブ運営管理委員会

宇津野芳志男委員

卓　話｢イニシエーション･スピーチ｣

杉田将大会員
｢地域活動と奉仕｣

星野和央バスト会長

点　　鐘13:30　横田　元会長
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本日は､杉田さんのイニシエーション･スピーチを大

変楽しみにしていました｡そして､星野さんには急速の

スピーチありがとうございます｡宜しくお願い致しますo

今年も桜の季節がおとずれました｡まだちょっと肌寒
い様ですので華冷えには十分ご注意下さい｡

さて､本日も私の史観でお話をさせて頂きます｡今回

は憲法を考えて見ました｡最近アメリカの民主党､共和

党の一部の議員からこんな話が聞こえてきました｡日本

は尖閣諸島問題に関して憲法を盾に取って何もしないそ

れどころか我々アメリカに頼りきっていると言っておら

れる様ですが､私から言わせて頂きますが､はあ?何を

寝ぼけた事を言って居るのでしょうか?

今から約72年前､先の大戦でアメリカに敗戦し､アメ

リカの1元帥によって1週間足らずで憲法を作って､それ

を日本に押し付けておいて　今更何を言っているのかと

腹立たしい限りです｡そもそもアメリカは報復を恐れ､

そして日本人ほど恐ろしい民族は無いと考え､徹底的に

民族破壊を行い農業国家を作り上げようとしました｡

国家の為に一つしか無い命を懸けて特攻を行い､数日で

落ちると考えて居たぺりリュ-島､硫黄島などの局地戦

で数か月も戦い､自国兵も多く戦死した訳ですから｡

それではこの事実をご存じでしょうか｡この憲法､一

介のアメリカの元帥によって作られた憲法が国際条約違

反である事を｡ハーブ陸戦条約に違反して居ます｡条約
では占領統治下におけるその国で憲法改正は認められず､

条約違反であると詣って居ます｡当然日本はハーブ条約

加盟国です｡

我が国の安部総理は､確か先の選挙において憲法改正

を訴え､公約にかかげ選挙を戦ったのでは無かったので

はないのでしょうか?そして私たちは間違った考えをし

ているようです｡憲法改正と憲法破棄(無効)でご存じ

の通り､憲法改正は全国会議員の3分の2以上の賛成､そ

して国民投票で2分の1以上の賛成です｡

それではハーブ条約違反で憲法破棄と考えた場合､全

国会議員の2分の1以上の賛成､そして国民投票の2分の1

以上の賛成です｡破棄をし欽定(きんてい)憲法に戻し

た後､現在に合った修正を行い､新憲法制定し採択をす

る事が筋道と考えますが｡しかしながら現状憲法を守り

たいと言う方が居る事も事実です｡

それでは､憲法9条の条文を横断幕にし尖閣諸島の目立

つところにかかげ､船団が帰り､改めて憲法9条を全世界

に知らしめ､ミサイルが日本の排他的経済水域に打ち込

まれないと言うのなら私も今の憲法を堅持すべきと考え

ますが､皆さんはどう考えるでしょうか｡

Rotary
人類に専任する
ロー･タリー･

ヂ

ロ3月24日浦和南ロータリークラブ創立40周年記念式

典ベルヴイ武蔵野で盛大に開催されました｡

横田会長､幹事清水出席｡

□4月のロータリーレートは1ドル-116円です｡

烏　杉田将大会員

私は昭和60年1月26日に埼玉県の旧浦和市に､四人兄

弟の次男として生まれました｡現住所のさいたま市緑区

大牧になりますo

お世話になった学び舎は､あかつき幼稚園､大牧小学

校､東浦和中学校になります｡その後は諸般の事情で

15歳の時に実家を飛び出して､友達や先輩の家に居候

させて頂きながら｢男はつらいよ｡ ｣の寅さんに憧れて

テキ屋稼業で全国を渡り歩いたり､土木工事の作業員､

水道工事の作業員､軽油工場の工員､飲食店の店員等々､

生きていく為にあらゆる仕事に従事してきましたが､

21歳の時に､それまでの人生を根底から変える､転機

が訪れました｡人伝に私の祖父が二度目のガンを患い､

余命半年だと聞いたのです｡

私の祖父は大分県出身の実業家でして結婚式場やボー

リング場等のアミューズメント施設を経営する傍ら､衆

議院議長で在られた綾部健太郎先生に師事し､秘書を務

めていた豪快な祖父でした｡政が好きで､国政にも打っ

て出たことが有るのですが､選挙で惨敗して借金だけが

残り､結果として大分で展開していた､全ての事業を借

金の形に手放し､それでも諦めずに､東京に越してきて､

裸一貫で広告代理店を起業し､様々な事業を展開してい

た､バイタリティ溢れる人でした｡

最後に祖父が経営者として私に授けてくれた言葉は｢小

局を見るな､大局を見ろ｣という､言葉でした｡祖父が

最後に私に託した言葉は｢祖母を頼む｡ ｣でした｡私は

祖父を誇りに思っています｡祖父が亡くなり､祖父の会

社清算の手伝いをして会社を畳んだ上で､私を代表者と

した新会社を設立し､周りの方々に支えて頂き､まだま

だ勉強中の身ですが､昨年創業10年を迎える事が出来

ました｡
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私が携わる会社についてご紹介させて頂きます｡

1つ目は株式会社エアスペースMMCという会社です｡

こちらの会社は池袋に事務所を構えており､バルーン着

ぐるみという､空気で膨らむ画期的な構造を持った着ぐ

るみや､空気で膨らむディスプレイを国内は元より､ア

メリカ､インド､台湾の提携工房で制作させて頂いてお

ります｡従業員は私を含めて4名ですが､ニッチな市場

で細々と約10年間経営をさせて頂いております｡自社

キャラクターを活用されております方がおられましたら､

キャラクターを活用した様々な構造物のご提案が可能で

すので､お気軽にご相談ください｡

2つ目は株式会社A-LINEという会社です｡

こちらの会社は東浦和駅前で主に不動産業､中古車買取

販売業､ web制作業､保険代理業､解体業を行わせて頂
′､　いております｡現在､従業員は12名おりまして､全員

がその道のプロフェッショナルとして活躍していたスタ

ッフを集めて創業しました｡ A-LINEの社名には様々な

意味が秘められています｡その内のひとつはAlliance(同

盟)です｡私達は同盟として各々が責任を持って業務に

従事しております｡私共にお役立ち出来る事があれば､

どんな事でも御気軽に御申しつけください｡社員一丸と

なって全力で奉仕させて頂きます｡

最後に､ご紹介させて頂きたい方がいます｡先日柳さ

んに教えて頂き知ったのですが､私が非行に走っていた

15歳から20歳までの間､保護司として私の面倒を見て

くださっていた､武内好子先生のお父様が､我が浦和北

東ロータリークラブの初代会長であられた､武内元一さ

んだと知りました｡

私が貯余曲折を経て､生まれ育った東浦和で起業して､

ノー　真っ先にご挨拶に伺ったのも武内先生でしたo　その私が

今､浦和北東ロータリークラブに加入した事は運命なの

ではないかと思わずにはいられません｡これからも偉大

な先輩方､また父や母の様であり､時に兄や姉のようで

もある､皆様の仲間として恥じぬよう､襟を正し､奉仕

の理念を追求して参りたいと思います｡

以上､簡単では御座いましたが､私という人間と､会

社のご紹介をさせて頂きました｡

それと､もう一点o　これはイニシエーションスピーチ

とは関係ないのですが､いつも声を掛けてくださる､先

輩方に､この場をお借りしまして､厚く御礼申し上げま

す｡

これからも一つ一つの出来事に感謝の気持を忘れず､

何年後かに､私の次の世代が加入した際には先輩方と同

じ背中を見せられるように､一生懸命に学ばせて頂きた

いと思っております｡これからも皆さんの温かく､時に

厳しいご指導ご鞭鍵の程､よろしくお願い申し上げます｡

END POuO NOW

星野和央バスト会長

地域活動と奉仕一職業とロータリーと共に-

1)職業(書籍出版配布) - (延べ61年間)

昭和31年(1956)～48年(1973) ㈱社会思想社(神田駿河台)

昭和49年(1974)～現在　　　　㈱さきたま出版会(浦和)

2)ロータリークラブ-･- (30年間)

昭和61年(1986)浦和北東ロータリークラブ入会

平成2-3年(1990-91)第5代会長

平成4-5年(1992-93)第2分区の分区代理

(第2グループガバナー補佐)

平成12-17年(2000-2005)ロータリーの友常任委員

3)地域活動

ア)さいたま市特別支援教育振興会
･さいたま市内の義務教育で学んでいる障害のある児童

生徒を支援する市民団体｡浦和特殊教育振興会として昭

和36年発足｡

･現在､さいたま市内で視覚障害､聴覚障害､ ｡病弱､

肢体不自由､知的･情緒障害をもつ子ら約800余人｡
･市民に対する啓発､必要な支援､公的な環境整備など｡

ロータリー(第1-第4グループ)にも理解をいただいている.

イ)埼玉国際青年を育てる会
･独立行政法人国際協力機構による青年海外協力隊(昭和

41年-1966から)を支援する埼玉県の組織で､平成5年

に発足｡

･全国で50年間に42,000人､いま派遣中2,000人(埼玉で

60人)

･現地とのメール交換､帰国後の就職活動､若者への体

験報告会など｡

ウ)石井桃子の会
･世界的な児童文学者であるが､浦和常盤町生まれで､

高砂小､浦和一女､日本女子大という､埼玉ゆかりの人

とはあまり認知されていない｡
･ ｢幼ものがたり｣ ｢ノンちゃん雲に乗る｣などの著作

はもちろんだが､ ｢うさ子ちゃんシリーズ｣の絵本､ ｢ピ
ーターラビットの絵本シリーズ｣ ｢クマのプ-さん｣な

ど子ども向けの翻訳書200余冊にのぼる｡
･ …本は一生の友だち"と訴える石井桃子の気持ちを拡

げ顕彰活動をすすめる会｡ロータリーにも呼びかけたい｡

他に､浦和郷土文化会､埼玉文芸家集団､埼玉県人会､

さいたま竜神まつり会､高校や大学関係の会､菩提寺や

氏神様､地元のまちづくりetc

-社会奉仕って､なんですか｡よろこびと共に行動する-



横田　元　会長　皆さんこんにちは｡ 3月24日4に浦

和南RCの創立40周年記念式典･祝賀会に出席させ

て頂きました｡大変勉強になりました｡本日のイ

ニシエーション･スピーチ､ ､杉田さんよろしく

お願い致します｡

鈴木義男会長エレクト　家の長男の嫁のお通夜､告

別式にお忙しい中､参列いただきましてありがと

うございました｡本日のイニシエーション･スピ
ーチ､杉田将大様宜しくお願いします｡

大島雅文会員　杉田会員､先日は運転していただい

てありがとうございました｡大変助かりました｡

イニシエーション･スピーチ頑張って下さい｡あ

まり緊張せずに｡

星野和央会員　玉蔵院のしだれ桜が､いま､見ごろ

です｡杉田会員､しっかりと語って下さい｡

篠原唯史会員　杉田さんイニシエーション･スピーチ､

楽しんでね!!

浅見　定会員　皆様こんにちは｡本日のイニシエー

ション･スピーチ杉田将大会員､星野和央会員卓

話よろしく｡

内田康信会員　杉田将大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｡

斉藤忠治会員　杉田会員､本日はイニシエーション･

スピーチですね｡一緒にロータリーライフを楽し

みましょう｡

園谷昭吾会員　去る3月24日(金)に若さを保つため

顔の一部を化粧直したらどうも後が落付かない｡

やはり年相応に生きるべきだと思う｡今日の卓話､

杉田将大会員よろしくお願いします｡又､応援の

星野会員頑張って下さい｡

森　　裕会員　桜はまだかいな!

町田信行会員　杉田会員本日のイニシエーション･

スピーチよろしくお願い致します｡

石井孝一会員　杉田会員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｡

富樫　孝会員　例会卓話のお役等お互いの移動例会

でご挨拶が遅れていました｡さいたまシティロー

タリークラブに行かなければなりません｡杉田会

員ファイト!

上野拓也会員　本日の卓話はイニシエーション･ス

ピーチですね｡杉田将大会員楽しい話を聞けるこ

とを期待しています｡

吉田律子会員　皆さん今日は!昨日の寒さは身にこ

たえました｡急いで冬のコートに着替えした程で

した｡でも､日曜日の大相撲千秋楽では新横綱稀

勢の里の快挙!日本人の力強い精神力を見せつけ

られました｡国歌斉唱の時の涙には､私も涙が溢

れました｡ ･日本の国技を痛感した瞬間でした｡

矢作謙一会員　こんにちは｡本日のイニシエーショ

ン･スピーチ､杉田さん頑張って!

鈴木寿和会員　杉田会員､本日のスピーチ楽しみに

しています｡旅行会社のてるみくらぶが倒産しま

した｡負債150億円と異常です｡うちの会社はす

べて前払いで､残金が利益というスタイルですの

で路頭に迷うことは絶対にありませんのでご安心

下さい｡

繰越金1,013,000円　本日39,000円　計1,052,000円
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鈴木義男会長エレクト

長男の嫁の葬儀には､ご多忙のところご会葬いただき

ましてまことにありがとうございました｡

創立30周年記念実行委員会　森　裕部会長

□記念誌に会員紹介の写真を掲載しますので､写真屋

さんで撮影したものか､普段の写真が良い方は普段の

写真で4月20日までに提供下さい｡

□祝賀会で創立から今までの北東のあゆみを静止画で

流しますので､バスト会長各位の顔写真と代表的な事

業の写真がありましたら4月20までに提出下さい｡な

い場合は在庫で対応します｡
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例会日　毎過火曜日12:30-13:30　　会　長

例会場　浦和ロイヤルパインズホテル　会長エレクト
TEL 048-827-1111　　　　　　　副会長

会1%=る　事務局さいたま市浦和区高砂2+3　幹　事
口~9lJ-　　　　内田ビル3階〒330-0063　　　S A A

TEL 048-81 4-0450

FAX 048-81 4-0460

副幹事
クラブ広報委員長

元男治夫央渉裕

義忠敏和

田木藤水野崎横鈴音清星岡森
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