
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                        
 
 
 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員 瀬戸  武 

◎点鐘              会長 田﨑 博実 

 本日はバレンタインデーです。

バレンタインデーというと、「女

性から男性に」というのが定番で

すが、娘を見ていると女の子同士

でお菓子のやり取りをしていま

す。もはや、元々のバレンタイン

デーとは違った趣旨のイベント

になってきているようです。ただ、元々のバレンタイ

ンデーとは何だったのかというと、この日にチョコを

交換しようというのがお菓子会社の販促だったようで、

あまり嘆くこともないと思います。今、色々な伝統文

化とか祭りとかもありますが、元々はいずれもこんな

ものだったのではないでしょうか？そして、世代ごと

に形を変えて、いずれ理想的なものに収束していくの

でしょう。バレンタインデーについても、こうやって、

大人が子供たちを温かく見守ってみては如何でしょう

か。 

◎ロータリーソング「奉仕の理想」 

           ソングリーダー 菊池  敏 

◎お客様紹介           会長 田﨑 博実 

   東京東江戸川ＲＣ       森本  弘様 

◎会務報告・幹事報告     会長 田﨑 博実 

 先週定例理事会を開きました。決議事項は次の通り 

です。 

① クリスマス例会のオークション売上金１０万

７２００円につき、５万７２００円をニコニ

コへ充当、５万円を米山記念奨学会へ寄付す

る事と致しました。 

② 花見例会について企画するように、ＳＡＡへ

指示しました。乞田川沿いの桜並木の清掃活

動をした後、打上げという方向性です。 

③ 多摩東グループ親睦ゴルフについて、会費３

万円を支出するものとしました。 

④ 釣り同好会を発足させてみてはどうかという

提案がありました。 

⑤ アースデイ植樹運動に向けて、会員一人苗木 

を配布する方向で検討しています。 

 

 

 

 

 

 

◎幹事報告           会長 田﨑 博実 

〈回覧〉２０１７－１８年度・ＲＬＩ卒後コース開催 

    のご案内、２７５０地区奉仕のかわら版 

「植樹」特別号 

〈他クラブ例会変更〉事務局へお問い合わせください 

◎次年度会務報告    次年度会長 三田みよ子 
３点報告いたします。 
①１月２２日に２回目のグループ協議会があり、IMをどう 
 するか検討。講演会・交流などを主体にという事で、意見 
 を集めています。ご意見などあれば是非お願いします。 
②２月７日に補助金セミナーへ参加。奉仕プロジェクト・グ

ローバル補助金など説明を受け大変に勉強になりました。 
③クラブ運営会議の日程が決定 

第１回：３月７日（水）、第２回：５月１６日（水） 
いずれも１８時からとなります。今年度は２回です。 
各委員長のみなさま、ご出席をお願い致します。 

【 委員会報告 】 

◎各委員会・他 

◎出席報告     出席奨励委員会 杉山 真一 

会員総数                29名 

出席義務免除者           7名 

出席者数 出席義務者           19名 

     出席免除者        6名 

          計          25名 

出席率    25/28  = ８９.２９％ 

◎ニコニコＢＯＸ ＳＡＡ・親睦委員会 徳原  透 

森本 弘様 お世話になります。東江戸川ＲＣ 

 田崎 博実 本日はバレンタインデーです。 

      娘は友チョコ配りまくってます。 

林田 敏誠 伊澤さん卓話楽しみにしております。 

三田みよ子 伊澤さん卓話楽しみにしています。 

田村  豊 インフルエンザがおさまらないのに 

花粉症がはじまりました。 

この冬は忙しいです。 

 菊池  敏 伊澤さん卓話楽しみにしております。 

 萩生田政由 伊澤ケイ子様卓話宜しくお願い致し 

       ます。 

 伊澤ケイ子 本日卓話させていただきます 

       ドキドキしています。 

 森本 由美 伊澤さま、今日の卓話ありがとうござ 
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います。待ってましたぁ!! 

 村上  久 春みたいに暖かいですネ！ 

伊澤さん楽しみです。 

 小泉  博 お客さまようこそ 伊澤さん卓話よろ 

しく、楽しみにしています。 

足立潤三郎 伊澤さんお話し楽しみです。 

      スノーボ－ドハーフパイプ平野選手 

      初の金メダル残念でした。 

遠藤 二郎 伊澤さん卓話楽しみに今日は来ました。 

      もうすぐ春ですね。 

関岡 俊二 伊澤さん卓話楽しみにしています。 

 徳原  透 伊澤さん卓話宜しくお願いします。 

本日の合計￥１９,０００（累計￥６７１,２００） 

◎ 卓 話  

★卓話者紹介  プログラム委員長  萩生田政由 

 本日の卓話者、伊澤ケイ子さんは、２番目の女性会

員として入会されています。よろしくお願い致します。 

本日の卓話者  伊澤ケイ子会員 

 皆さん、こんにちは。今日は２回目のイニシエーシ

ョンスピーチ的感覚でお話しようと思います。私は昭

和１８年、長野県に８人兄弟の６女として生まれまし

た。小学生の頃、「６女」を記入す

るのがとても恥ずかしかった覚え

があります。長野はとても寒く、近

所の池に張った氷で下駄をひもで

結わいて簡易的なスケート靴でス

ケートを楽しんだものです。スキー

は出来ませんが、スケートは今でも

出来ると思います。春夏秋冬、いつ

も楽しい思い出がたくさんありました。 

 昭和４２年に御縁を頂き、結婚。主人は弟と灯油販

売を致しており創意工夫が得意で、新しい商売の形を

作っていきました。昭和４８年に第一次オイルショッ

クが起こり大騒動でしたが、会社は町田に土地を購入

し、タンク設備を用意した時期で、順調に入荷があり

乗り切ることが出来ました。そんな中、昭和５３年に、

主人が交通事故により他界という突然の不幸に見舞わ

れ、人の命の儚さを思い知ることとなりました。私に

とっては青天の霹靂で、それ以降これほど驚くことは

ありません。子供たちには悲しい思いがあったと思い

ますが、私はお客様にご迷惑を掛けられないという思

いがあり、告別式当日にも配達を行うという多忙さで

した。今まで裏方メインで、手伝いもあまり行ってこ

なかったので、手探り状態でしたが、不思議と仕事を

辞めようかと考えたことはありませんでした。翌年に

は第二次オイルショックが起こります。前回の経験の

おかげで軽微で済みました。この折、当時の仕入れ先

から、灯油の仕事を辞める様に勧められました。でも、

私は「灯油の仕事は主人が残した宝物なので、辞める

つもりはない」と当時の専務さんに抗議に参りました。

今思い返しても、よくそんな度胸があったなと感心し

ます。その後、捨てる神あれば拾う神ありで、大口の

灯油販売先を探している企業と運命の出会いを果たし、

有利な条件で契約出来ました。それから、業績は順調

に伸びていきました。その後、儲からない灯油より、

儲かるガソリンを売らせたい元売りの思惑で、スタン

ドの拡大要請があり、やむなく乗り出すこととなりま

した。まず、松が谷トンネルの先のコスモ石油（現在）

で運営する事となりました。 

 この時に、ロータリー入会のお誘いを受けました。

紹介者は北村さんで、萩生田さんは以前からよく存じ

ておりました。入会１９９４年当時は５６名程度の会

員がいて、活発に活動していました。会長は宮本さん、

幹事が海野さん、威厳のある方々がいらっしゃり、会

ではタスキを掛けて皆さんをお出迎え等、えらい会に

入会してしまったと感じました。親睦委員会からバー

スデーカードを頂いたこともありました。２００８年

に会長もやらせて頂きましたが、ロータリーの大きな

改革を行う年で、今まで会長一人が色々案を出し決め

ていたものが、プロジェクト会議によりみんなで決め

ていく流れとなっていきました。この１０年でロータ

リーは大きく変わってきていると思います。金井でス

タンドをオープンした際には、前日に花が１５基以上

届きました。すべてがロータリーの仲間からで、この

時に改めて、ロータリーという仲間のすばらしさを感

じました。 

 スタンドは多摩地区でも乱立気味、業界の色も変わ

りつつあり、先の見えない商売に対して、長男等と相

談、撤回を決断しました。この早い決断が功を奏して、

きれいに終わることが出来ました。親会社からもお褒

めの言葉を頂いたのは本当に幸せな事だと思います。

商売は通算４０年、私に代わってから３０年。よく頑

張ったと思います。仕事に対して悔いはありません。 

 これから何年元気でいられるか分かりませんが、人

生に悔いなしで過ごしたいと感じています。そんな中

でも、ロータリーの仲間には感謝、感謝の気持ちしか

ありません。やはり、ロータリーは親睦が第一だと思

います。楽しくなければ続けていけないし、その親睦

があればこそ、小さくてもそこから奉仕活動が生まれ

てくると思います。大変につたないお話でしたが、こ

れにて終わりたいと思います。ありがとうございまし

た。 

◎お礼と閉会点鐘       会長 田﨑 博実 

 ご自身の歴史から、ロータリーの歴史まで、どうも

有難うございました。当時と今を比べると、本当に大

きく変わってきています。そこで、天邪鬼な私は、で

は変わらないものは何かあるか？と考えてしまいます。

今日の話でも少し出てきましたが、それは仲間意識で

はないかと思います。ロータリーの内外問わず会え、

相互に連帯意識を持っている、それがロータリーでは

ないかと。私もこうしたロータリーの変わらないもの

を大切にしたいと思います。 

 

（今週の担当 田村  豊） 


