
1/5 
                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               
 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 三田 みよ子 

                             

 

◎点鐘              会長 宮村  宏 

                                            

◎国歌「君が代」斉唱 

 ロータリーソング 「奉仕の理想」 

            ソングリーダー 吉沢 洋景 

 

◎お客様紹介           会長 宮村  宏 

 

 岡山西南ＲＣ           椎原 裕二 様 

 交換留学生     ジェシカ ヴィッヒマン さん 

 ローテックス         臼井 うらら さん 

 菊池会員お嬢様        菊池  香世 さん 

 

 

◎会務報告            会長 宮村  宏 

第2回臨時理事会を本日12時より開催、以下を決議しました。 

第１号議案：赤尾恭雄会員より出席免除申請が出されてお

りましたが、７月２８日より適用を承認決定いたしました。 

その他報告。 

＊青少年交換留学生のジェシカ・ヴイッヒマンが本日例会

に出席しています。 

＊関戸花火大会の役員として１５時から萩生田会員、猪俣

会員の2名が出席します。１７時から大松会員、小坂会員、

村上会員、菊池会員の4名がC地区本部前に集合します。 

＊赤尾会員の手術は１１日の予定だそうです。 

＊プロアマチャリティーゴルフコンペの御礼と会計報告を

各クラブ宛に手配します。 

 

◎幹事報告            幹事  菊池  敏 

１、来週の１１日は盆休み休会になります。１０日は親睦

花火鑑賞会になります。詳しいことは委員会報告があ

ると思います。皆さん是非ご出席してください。 

２、事務局の當間さんは、９日から１３日まで夏休みに入

ります。が、１０日の花火大会には参加します。 

 

 

 

 

 

 

【 委員会報告 】 

◎出席報告       出席奨励委員会  

                委員長 宮本  誠 

 

会員総数              ３８名 
  出席義務者数            ３１名 
  出席者数     出席義務者    ２３名 
           出席義務免除者   ４名                            

           事前ＭＵ      ０名  
           計        ２７名 
出席率  ２７/３５   = ７７．１４ ％ 

          
第931回例会（7/21）訂正出席率 ８０.５６％  

 

 

◎ニコニコＢＯＸ     ＳＡＡ・親睦委員会 

                    小田 泰機 

 宮村  宏  杉山さんイニシエーションンスピーチ 

        楽しみです。 

 宮村  宏  ジェシカさんウェルカムです。 

 

 菊池  敏  杉山さんイニシエーションスピーチ楽 

        しみにしています。 

        ジェシカようこそ！ 

 阿部 華歌  ジェシカさんようこそ！ 

        杉山さんイニシエーションスピーチ 

        よろしく！！ 

 足立潤三郎  杉山会員 イニシエーションスピーチ 

        楽しみです。 

交換学生ジェシカ君ようこそ。 

 大松 誠二  ジェシカ ウィッチマンさん 

        ようこそ、日本へ。楽しんで下さい 

        ね。 

 萩生田政由  交換留学生ジェシカ様ようこそ。 

        杉山真一様イニシエーションスピーチ 

        楽しみにしています。 

伊澤ケイ子  ジェシカさんようこそ。 

       一年間楽しんでね。 

       杉山さんイニシエーション楽しみに 

       しています。 
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東京多摩グリーンロータリー・クラブ 
        ２０10～２０１1年度 

 

地域の力となり、その輪を広げよう                
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 三田みよ子  お久しぶりです。毎日暑くてバテし 
         そうです。 

 宮本  誠  ジェシカようこそ ！ 
 

   村上  久  ジェシカウィッチマンさんようこそ 
  
中谷 綋子  杉山さんイニシエーション楽しみです。 

         熱中症に注意しましょう 。 

齋藤 誠壽  ジェシカウィッチマン様1年間で日本 

         文化を充分に体得して下さい。 

関岡 俊二  ジェシカさんようこそ。 

       杉山さんイニシエーションよろしく。 

澄川  昇  ジェシカさんようこそいらっしゃい 

       ました。杉山さんイニシエーション楽し 

       みにしています。 

海野 榮一  ジェシカさんようこそ。 

1年間・・・・楽しんで下さいね。 

 岩本 光雄  歓迎ジェシカさん 日本を有意義に 

        味わって下さい。 

 

 

 本日の合計￥２０，０００（累計￥１３１,０００ ） 

  

◎その他委員会 

 ☆多摩市の環境プロジェクト  

 実施委員長 遠藤 二郎 

多摩市街美化キャンペーンについて、８月４日本日ですが

聖跡桜ヶ丘駅前５時集合６時までキャンペーンを行います。

内容としては駅前周辺の清掃、ポケットティッシュの配布、

ボランティア袋の普及啓発などを行います。この多摩市街

美化キャンペーンは、主催は多摩市街美化推進協議会です。

先日会議があり出席して来ました。これは多摩市都市環境

部が主催です。その協議会の出席者ですが、会員としては

多摩市民環境会議、多摩ロータリークラブ及び当クラブ、

多摩市自治連合会、多摩市タバコ増税対策協議会、多摩市

中学小学校PTA連合会、多摩市廃棄物減量推進委員会、企業

としては京王電鉄、小田急電鉄などで構成されています。

多摩市の環境美化条例というのを制定しようということで、

先日は第１回の会議でした。それと併せて、さきほど申し

上げた多摩市美化キャンペーンを行います。構成各団体か

ら最低１０名は参加してもらいたいとの要請がありました。

当クラブで今出席されるという方が６名いますがあと４名

ほど是非とも参加していただきたいと思います。本日午後

５時桜ヶ丘駅前です。他の団体も頑張っています、当クラ

ブはロータリークラブとして地域に貢献するということで

日頃声を大きくしているわけですから、もう少し参加者が

多くほしいということです。よろしくお願いいたします。 

 

 ☆せいせき花火大会実行委員会     

実行委員長  猪股 末男 

花火大会もいよいよ来週になりました。チラシが新聞の折

り込みで昨日入ったと思いますが、見ていただけましたで

しょうか。ロータリークラブの広告も入っておりますので

よく見ていただきたいと思います。招待券が足らない方、

欲しい方がいらっしゃいましたら是非連絡して下さい。 

お子様は６歳以上はこの招待券を必要となります、６歳以

下は膝に乗せていただいて見てい

ただければ券は必要ありません。よ

ろしくお願いいたします。以上です。 

 

 

 ☆ＳＡＡ・親睦委員会     委員長 萩生田政由    

お客様ようこそ！ SAA・親睦委員会から花火大会について

説明させていただきます。当日は、さきほど宮村会長から

お話がありましたように、３時に２名、５時に４名の手伝

いをさせていただきます。その後、例会ではなくて親睦会

ということで皆さん参加していただきたいと思います。 

今回は飲みものと食べ物は、各自持参でお願い致します。

ありがとうございました。 

 

◎２０周年記念式典実行委員 ・ 出席奨励委員長              

宮本  誠       

皆さんのお手元に「テニスを楽しみませんか」というチラ

シが入ってると思いますので見てください。これは２０周

年記念事業として９月２４日に１本杉コートで開催する障

がい者テニススクールのチラシです。国枝慎吾、齋田悟司

選手来場と書いてあります。この２人は車いす世界ランキ

ングトップクラスの選手です。ただ、派手にスター選手を

呼んでこういうイベントを開催するのが目的ではないとい

う、当クラブの眞の趣旨が次のページに書いてあります。

これをマスコミにリリースしておりますので、会員として

も、どうぞご理解を深めておいていただきたいと思います。 

ついでに出席奨励委員長として、お願いしておきます。 

来週は休みで再来週はガバナー公式訪問です。新しい方は

あまりガバナー訪問などご存じないかもしれませんが、ガ

バナーというのは東京を二分する地区というのがあり、

我々が所属しているのは２７５０地区ですが、そこのトッ

プなのです。太平洋の島々のパシフィックベースンも含め

てクラブが８０以上もあると思いますが、１年間にそれを

全部訪問されることになっています。そのほかにも超忙し

いスケジュールの中で我々の例会のために来ていただくわ

けですから、出席委員長としは是非とも皆さん出席してい

ただきたい。それに欠席するのは、かなり失礼に当たるの

ではないかと思いますので、何が何でも出席していただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

◎交換留学生ジェシカさんの紹介    カウンセラー宮本  誠 

今日ジェシカさんの隣に来ていただいているのはローテッ

クスの臼井うららさん、ローテックスと言うのは、以前に

交換留学生で外国に行ったことのある先輩です。 

それで帰ってきて来日学生、派遣学生のためにいろいろボ
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ランティアで働いてくれたり相談に乗ってくれている方た

ちです。うららさんはドイツの留学生だったので、成田に

も一緒に迎えに行って、２日間の研修も一緒にいて、今日

も来てくれたということです。そしてドイツのエッセンス

というところから来てくれたジェシカさんです。ジェシカ

というのは英語読みで、本当はドイツ読みでエシカ・ヴィ

ッヒマンだそうです。苗字はヴィッヒマンで良いのですが、

名前の方はエシカよりもジェシカの方が可愛くて気に入っ

ているから、それで呼んでくれと言ってます。 

☆ローテックス                 臼井 うらら さん 

皆様こんにちは。０８ー０９年度東京府中ロータリーク

ラブのスポンサーでドイツのプリムという街に派遣してい

ただきました。現在は２７５０地区でローテックスとして

活動しています。独協大学１年臼井うららと申します。今

年１年ジェシカのローテックスアドバイザーをさせていた

だくことになりました。ジェシカと皆様のお手伝いが少し

でもできればと思っておりますよろしくお願いいたします。 

◎交換留学生挨拶     ジェシカ ヴィッヒマンさん 

皆様こんにちは、私の名前はヴィッヒマン・ジェシカで

す。１６歳です、ドイツからきました。ご飯と焼きそばが

好きです。これからもどうぞよろしくお願いいたします。 

☆ バナーチェンジ  

ホストロータリー

クラブのバナーを

持ってきてくれま

した。 

 

 

 

 

 

☆ 菊地幹事のお嬢さんの菊池香世さん紹介             

彼女は交換留学生ではないんですが１年ほどドイツに

留学していたことがあってドイツ語ぺらぺらというこ

とで今日も来てくれています。第１ファミリーとして

は最適ではないかと思います。 

 

 

◎卓話者紹介     プログラム委員長 関岡 俊二 

はい皆さんこんにちは、今日はたいへんフレッシュな、

ジェシカさんが来てくれて何かぱっと明るくなったようで

すね。イニシエーションスピーチ、プログラム委員会の最

初の仕事です。うれしいことに新入会員の方が３名入って

くれましたので、そのトップを切って今日は杉山真一さん

にイニシエーションスピーチを行っていただきます。 

もうご存知のようにご職業は運輸業、（株）ウィング流通

の代表取締役のでございます。イニシエーションスピーチ

をお願いしたら、どうも話すのは苦手だからそんな長い時

間は無理ですと言ってましたけれども、そういう人に限っ

て話は長いんですよ、結構ね。まあ時間内でひとつ宜しく

お願い致します。それでは杉山さんどうぞ。 

 

＊イニシエーションスピーチ     杉山 真一会員    

私は昭和３９年１月１７日に和歌山県新宮市というとこ

ろで生まれました。父は昭和１２年、母が昭和１３年生ま

れ、杉山家の本家の長男として生まれました。生まれた時

の体重が３９９０グラムと聞いております。母親が１４８

センチの３８キロしかなかったということで、なかなか出

て来れなかったそうです。昭和４５年に同市立小学校、中

学校が昭和５４年に卒業しまして、和歌山県立新宮高等学

校に入学しました。これは進学校ではあるんですが、私は

ずうっと野球をやっていて、ほとんど野球部の推薦入学と

いう感じなんです。ちょうど運よく私の時代からまじめな

中学生を各校から１名ずつ呼ぼうではないかという制度が

できまして、私がその第一期生として、同級生にはひんし

ゅくを買ったのですが受験勉強もせずに入学できたという

思い出があります。高校では３年間ほとんど野球しかやっ

ておりません。勉強なんぞというのは皆さんの前で失礼な

のですがほとんど早弁と昼寝、練習だけに行くという３年

間でした。まあ運よく甲子園にも１回出さしていただきま

して、春の選抜なんですがその当時の高知商業の中西にあ

たって大敗しました。そこでこの人たちはすごいというこ

とを実感しました。高校の野球の思い出としては、練習試

合とかで元巨人軍の吉村、現役の工藤、また新日鉄堺時代

のトルネード投法の野茂英雄と練習試合をしました。野茂

なんていうのは、あのすごい体ですごいボールを投げて来

て、僕は打席に入っても逃げるようにしていました。前の

バッターにデットボールがあたって本当に骨が折れそうに

なったりで、身の危険は自分で守るということですから。

その代わり監督には怒られましたけれども。まあそれから

３年間ずっと野球だけやってきて、文武両道の高校なんで

勉強も多少はやって・・。友達には東大だとか一橋だとか

慶応だとかに一発で合格する人間もいましたが、私は野球

の方でやっていたというのが実際の話です。高校卒業の際

に父親と喧嘩をしました。進学するか就職するかという問

題で、親父とすれば大学ぐらいは出でおけと・・・。これ

もまた運良く野球部推薦で関西学院大学に入学できました。

ということで、ほとんど野球ですね私の場合、基本は。ほ

とんど特待生として４年間過ごさせてもらいました。その

うち２回神宮大会ということで、各リーグで優勝したとこ

ろが出てきて甲子園みたいなもんですね、それでベストフ

ォーまで行ったのですが、駒沢大学に負けてしまい始めて

野球で負けて泣きました。で大学４年間過ごさしていただ
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いて昭和６１年に今まで関西でずっといたから就職だけは

東京に行きたいということでの営業本部といういうところ

に入社しました。ミツミ電機はこちらに引っ越してきたの

ですが、以前は調布に本社がありました。２年たってフィ

リピン、韓国などアジア圏内で、出向だとか出張が多かっ

たですね。そういう日々を過ごしておりました。結婚を一

度したのですが平成２年くらいに、まあ縁がなく別れる羽

目になりました。再婚してからは幸せです。○いちと言っ

ています、私の場合は。 

平成３年にミツミ電機を退社し、車屋さんから土建業から

クラブの店長まで、６年位やって、最終的にクラブの店長

をやっていたのですが、水商売をやっていらっしゃる方が

居られたら申し訳ないんですが、自分としては男は昼間働

くべきだということに気づきまして、それをきっぱり辞め

て現在の志村ですが、永山運送に入社。アルバイトのドラ

イバーとして入社しました。３年たったら今度は志村の方

からいきなり営業をやれということで、まあ１年間は遊ん

でていいと言われたんですが、２日目から仕事をとってこ

いと言う人でした。私はいつも会長のことを親父と言って

るんですが、この親父に拾っていただいたようなもので、

まあむちゃくちゃな人生で大学まで卒業させていただいた

親と、上場会社に入ったのに喧嘩して辞めていろんな転々

とした職業をしながら、最後に拾っていただいた志村さん

にはもう頭が上がらないと思っております。２年位で売り

上げを倍増しまして、４年後にですね、いきなり役員をや

れということでずっとプレッシャーをかけられっぱなしで、

やっぱり僕の人生はそういうものなのかなと今感じており

ます。それで売り上げを上げていくんですが、その２年後

にウィング流通というのを志村が作ったんですが、ちょっ

としたらまた売り上げを上げてこいと言われて、それで一

応売り上げを上げてきまして、で、お前が社長をやれとい

うことにはなりまして今に至っております。 

一部上場のお客様の食品専門なので、そこのセンター運輸

というか１ヵ所に品物を集めてそれを仕分けしてお客様の

店舗に配送するということで、運輸業といえば運輸業なん

ですが大手さんと支払いのいい全農さん関係、メーカーさ

んからも直契約というものを主にやっておりまして、そこ

が会社の方針でただ運ぶだけの会社になるな、ということ

でやって来ました。まあ今の悩みとすれば、お客様がほと

んど大学出になってきて、運送業界の社員というのが現場

上がりというのが過半数を占めておりまして、その中でど

うお客様と対応できるかというのが今後の課題です。その

中にもパソコンだとかが完璧なやつもたくさん居りまして、

そういったものはいいですが、ただ人としゃべることがで

きない。今の現代っ子らしいですね。だんだんそんな人間

が増えてきているのかなと最近そう思っております。あと

運送業界はどうなのかな、いじめられっぱなしです国から。

平成１５、６年からですね排気ガスの規制の問題が厳しく

なりまし。石原都知事のそんなこんなでで、あの頃会社で

は車を新調機に変えなければいけないということで８億円

位の設備投資をさせられました。それが終わったらまた新

規規制、新規制ということで電気自動車だとかいろんなこ

とが今新聞等ニュースで言っておりますがそういった面も

コンプライアンスの問題で対応していかなくちゃいけない

という問題があります。多分あのトラックの償却年数とい

うのは約５年です。

約１台２０００万

位の冷凍車を、永山

グループで４００

台ぐらいあるはず

です。それを５年位

で回収して利益を

出すということを

やってます。まあ必

死といえば必死ですが、そんなことでやっております。 

まあ仕事の話はこんなところで趣味は、多分酒とゴルフと

歌だと思っております。酒と歌に関しては、酒は大学時代

から新入生歓迎いコンパでいきなり大ジョッキを１５杯と

か飲まされて倒れた覚えがあります。ミツミ電機に入社し

た時には、あまりにもひどい、昔からありましたよね、ジ

ョッキにビールと焼酎とウイスキーを入れて一気飲みした

ことがあります。そうやっちゃうと、あとはみんな飲めと

は言わないんで。その代わり酔っ払うといっちゃうような

んで、私一応タチが悪いと言われております。 

ゴルフについては永山運送で３年位やらなかったんですが

どうしても会長がいきなりやれということで、道具も持っ

ていないのに明日行くぞということで買ってこいというこ

とで、行かされたのがいきなり東京読売でした。こんなと

ころでやっていいのかなと思う思い出があります。ゴルフ

は初め相当下手でした。下手だと思っていましたけれども

集まるのが１００人くらいだったのでまあこんなものかと

いうことでやっていたんですが、どうしてもお客様から、

（こんなことを話していいのかな？）握ろうということで、

お客様はその当時皆さん８０台でまわっていたので、いつ

も２、３万は持っていかれるなという思い出があって、年

間５、６０万になっちゃったかなとか、それは会社からも

らえないんで自費でやっていました。だけど一番思ったの

は一応２２まで野球をやっていたのに、なんでこの人たち

にゴルフで負けなきゃいけないんだと腹が立ってきまして、

本を２０冊ぐらい買って自分で勉強をして、後は打ち込む

練習をして、後は練習をして今ハンディが４です。まあ仕

事も努力すればゴルフも努力すれば実るのかなと・・。 

ただこの間もっとトップを目指さないのかと言われたんで

すが、体力的にやっぱり無理かなと実際に思っています。

仕事をがんばって、たまにはゴルフもして楽しめればいい

かなと思っています。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

 

◎花火大会実行委員長               猪股 末男 

 

当クラブからチケットを提供して頂いた方々の名前を挙

げますと、赤尾さん、猪俣さん、海野さん、大松さん、伊

藤さん、足立さん、村上さん。それから村上会員から前に

お辞めになった小田良夫さんからも５枚いただいてまいり

ましたので、それも提供していただきました。本当にあり

がとうございます。村上さんよろしくクラブからのお礼を

お伝え下さい。 
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◎その他 

 ☆創立20周年    広報担当委員長  海野 榮一 

時間があるようですのでちょっとご報告を申しあげます。

先ほど宮本さんの方からこれを皆さんにお配りしていると

いうことで、趣意書とこれがパンフレットですが、このほ

かにいくつか書類を添えまして２０周年記念事業の実行委

員会の広報という担当として、各マスコミそれから後援を

いただきました、財団法人の吉田記念テニス研修センター、

それから日本車椅子テニス協会、その他身体障害者スポー

ツ協会とか、そういったところに多摩市も含めて広報をお

願いしたいという案内を今日から発送を始めました。 

一部を先行して例えば朝日新聞の立川支局、読売新聞の

立川支局、NHKの多摩支局とか、そんなところにも今日から

発送はじめます。今週中にはマスコミにも届くと思います。

それをご覧になっていただいた後マスコミの方で取材の意

志があれば取材依頼があるでしょうし、あるいはニュース

リリースという形で文章を添えておりますので、その中か

ら掲載がなされるという段取りになってくると思います。 

 

その次はその記事を見た一般の方あるいはテニスをする

方車いすテニスをなさる方が我々のクラブの方に問い合わ

せをしてくる、あるいは申し込みをしてくるということに

なります。９月の１０日まで一応受け付けるということに

なっております。現在のところは４０名の方に参加してい

ただくという手配になっておりますが、場合によれば５０

名までの枠があるということで、従来から約２０名近くの

方がずっと来ておられるわけで、その方を優先的に参加い

ただこうということで一部枠を残しながら４０名まで精一

杯がんばって応募者を募っていく予定です。そういう段取

りに入っておりますということで、とりあえず皆さんにご

報告しておきます。マスコミに東京多摩グリーンロータリ

ークラブの名前が出まして、どっかでその新聞を見た誰か

から、お宅のクラブはこういうことをやっているんだねと

聞かれたときにそんなことを知らなかったということにな

ると恥を掻きますから、どうぞこのパンフレットもよくご

覧になっていただいて、第三者の方にもご説明をしていた

だきたいとそのように存じます。 

 

◎お礼と点鐘          会長 宮村  宏  

  （今週の担当：荒瀧 義機 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 成田にて 

 

 

 

 

    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

花火大会のジェシカ 


