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 赤堀さん､ 森永さん､ イニシエーションスピーチ頑張っ

て下さい｡

会長





山田



それでこそロータリー

いろいろとお世話になりました｡
①先日は､ 増強関連委員会出席の皆様､ お忙しい中御

出席ありがとうございました｡
②赤堀さん､ イニシエーションスピーチ頑張って下さい｡





◎今年度よりイニシエーション・スピーチにつきましては､ 夜間例
会時に行います｡





森永さん､ 赤堀さん今日は頑張って下さい｡
森永会員・赤堀会員イニシエーションスピーチ楽しみ

にしています｡









森永会員・赤堀会員､ 本日のイニシエーションスピー

チ､ 大いに盛り上がる事を期待しています｡
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ガバナー公式訪問までにＲ財団・米山奨学金の寄付についてお願
い致します｡

赤堀さん､ イニシエーション､ 僕の結婚式の司会のよ

うに頑張って下さい｡
$%&'

森永さん､ 赤堀さんイニシエーションスピーチ頑張っ

て下さい｡ 楽しみにしています｡
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森永､ 赤堀会員イニシエーションスピーチ楽しみにし

ています｡
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森永さん､ 赤堀さんイニシエーションスピーチ楽し

ですが社会人になった頃には目上の方々からお叱りを受けることも

みにしています｡

少なくなり､ お声をかけていただくことが多くなったのもこういっ



た人との交わりが､ 人格形成に役立ったのかもしれません｡



本日の夜間例会所用のため欠席させていただきます｡
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社会人生活は､ 当時としては珍しく私は転職が多い方に属します｡





その中で消費者金融に従事した時期は､ 社会人として生きていく

$
%$


ことへの基礎体力作りの時代となりました｡ 家業である不動産業を
引き継ぐつもりは全くありませんでしたが､ 会社からの要求として



宅建の資格取得をはじめ､ 多くの学習をしなければ生き抜いていけ





ない､ 若しくは後輩の後塵を拝することを余儀なくされる状況に追



い込まれ､ 午前７時始業午後11時就業のセブンイレブンか？生活と､


債権回収による対人折衝力向上で

強烈人間

ともいわれるような

成長がありました｡ しかし､ この仕事で得たもので大切なものは他
にもあります｡ この会社には ｢五つの約束｣ がありました｡
・私たちは､ 感謝の気持ちをこめて挨拶します｡
・

〃

公私明らかにして誠実に行動します｡

・

〃

知識を高め社会の発展に貢献します｡

・

〃

規律を守り明るい職場をつくります｡

・

〃

使命感に燃えて仕事に取り組みます｡

消費者金融会社は10年程の勤続を経て､ その後､ マンション管理
を中心とする不動産業に関わる業務に就きましたが､ 20年以上前に
教わったこの言葉と､ ｢優秀な会社員となる前に優秀な社会人たれ｣
との教訓は､ その後も常に私に対し約束は？教訓は？と問いかけを
してきます｡
この時期に学んだこと､ 経験したことが今でも自分に大きな影響
さて今回のイニシエーション・スピーチにあたり何をお話ししよ
うかと､ かなり悩みました｡ 仕事上の話も良いのでしょうが､ 所詮
は町場の不動産業者であり､ 当クラブにはその道の専門家､ プロフェッ
ショナルの方々が沢山いらっしゃるので､ 失笑を買うくらいは洒落
になりましょうが､ 陳腐だ､ 底が浅いでは､ 今期の
力あるロータリー
自然体

ためになる魅

の精神に反します｡ ついては､ 無理をせず､

の精神で､ 月並みではありますが自己紹介をさせていた

だきます｡
生年月日：昭和34年２月12日生｡
小学校は現在の瀬谷区で入学し､ 旭区､ 西区と転校が続き､ 中学

を与え続けます｡
思えば､ 多くの出会いに啓発され､ 助けられて私はこの場所にい
ます｡
人はこの関わりに感謝し､ そしてこの関わりを守り育て､ 後に続
く人達に残していく使命があると思います｡
私はこの使命に対していかに取り組むかを考えます｡ そして､ ロー
タリーの活動が必ずやヒントを与えてくれるのではないかとも思い
ます｡
今後もそういう気持ちを根底に活動を続けたいと存じますので､
今後もよろしくお願い致します｡

校はその西区で入学から卒業まで過ごしました｡ 高校は県立高校を
あっさりと滑り､ 某大手私立大学の附属高校に紛れ込みました｡ 志
望校に合格できませんでしたが､ とりあえず大学進学は安泰と思っ
ていましたところ､ 大学の入学枠は附属高校の生徒数を大幅に下回
り､ その後人並みに受験に苦労することになります｡
高校に入学して間もなく､ 友人からアーチェリーの誘いを受け､
これが現在も続く趣味となりまして､ 私の人生に大きな影響を与え
ることになりました｡ どのような影響かと申しますと､ 先ず､ 粘り
強く困難に取り組む姿勢が育まれたこと､ 健康になったこと､ 更に
性質が大きく変わったことです｡ 学校にクラブが無かったこともあ
り､ 自然に社会人と交わることになりました｡ そこではかなり本気
と言いますか､ 真剣に私の言動を叱ってくれる大人達に巡り合い教
えをいただきました｡
高校､ 大学時代をアーチェリーとともに過ごし､ まだまだ未熟者







今年３月に入会させていただきました赤堀和人です｡ 改めてよろ
しくお願い致します｡

ついて少し話したいと思います｡
息子は小学５年生からリトルリーグで野球を始め平成15年横浜高

私は1964年５月､ (昭和39年) 東京オリンピック開催の年､ 静岡

校に入学し春の選抜､ 夏の甲子園と２度も甲子園に行き､ 選抜では

県で生まれ､ 幼少期から､ 高校卒業まで横浜市神奈川区羽沢町にて

一学年上でしたが､ 投手で現在の千葉ロッテで活躍中の成瀬君たち

過ごしました｡

と決勝まで行き､ 広島の広陵高校に敗れましたが準優勝｡ その翌年

小学校は池上小から羽沢小､ 当時は生徒数が多かった為､ 午前と

(2004､ 平成16年) の夏は外野手として使っていただき､ 同級生で

午後に分かれ１つの教室を２つのクラスで使用していました｡ 小２

もある､ 投手は現在西武ライオンズの涌井君､ 三塁手は横浜ベイス

になった時現在の羽沢小が出来移りました｡ 中学校も城郷から菅田､

ターズの石川君達と､ 神奈川大会で日大藤沢､ 桐蔭学園､ 桐光学園､

学校が変わり中１の時は16クラスあり１学年で大体640〜650人位の

横浜商大､ 決勝では神奈川工業に勝ち甲子園に進み､ 甲子園では１

生徒数だったと思います｡ 中２の時に菅田中が出来移りました｡ ま

回戦で兵庫の報徳学園､ ２回戦で京都外大西､ ３回戦で高知の明徳

た高校は市立鶴見工業 (電子科) を卒業し､ 高校の推薦やたまたま

義塾､ ベスト４をかけた準々決勝で駒大苫小牧に敗れベスト８まで

運があったのか､ 同校の卒業生が取締役に就任されていたため､ 面

いきました｡ また国体 (第59回埼玉国体) では１回戦甲子園で負け

接だけで合格し東芝に入社､ その後東芝販社に出向､ 平成元年に出

た駒大苫小牧とあたり､ ６―２で快勝し､ 準々決勝で奈良の天理に

向先に就職しましたが､ 2000年１月独立､ 現在に至っております｡

９−１､ 準決勝は愛知の中京大中京に９−６､ 決勝は今話題のダル

仕事の内容としましては､ 当時 OA 機器事業部に配属していた

ビッシュ投手率いる東北高校に10−３で勝ち優勝し楽しい時を過ご

ため現在は無くなりましたが､ 川崎市にある柳町工場で複写機､ 東

す事が出来ました｡ 彼ら達と巡り合えたのも今になっては素晴らし

京の日野市にある日野工場ではファクシミリを製造して当時の横浜

い経験でした｡ また仕事の分野ではなく､ 息子の野球を通じての知

支店 (現在神奈川支店) に配属し､ 東芝販売店を担当するようにな

り合い､ 友人等が増えたのも､ 私にとって大きな財産だと思ってい

り､ はじめて営業の仕事を学びました｡ 当時は１台100万円もする

ます｡

FAX を販売したり､ また卓上のワープロ ルポを販売していまし

数多くの人達とも､ 知り会え､ ロータリークラブのメンバーの方々

た｡ その経験から OA 機器全般を取り扱うハードウエアの販売が

にこうして会えたのも息子の野球にたずさわる事が出来たからだと

主なところです｡

思っています｡

家族は妻と長女 (24歳) 長男 (21歳) 次女 (小２) の５人家族で
す｡

私は入会して早くも半年を過ぎようとしています｡ 今年度の吉田
会長から言われている､ 自己鍛錬を高めていき､ また永井会員 (PP)

私は神奈川東ロータリークラブに入会するきっかけになったのが､

から ｢教養を深めなさい､ ロータリーの友をよく読みなさい｣ と教

野球との出会いです｡ 私自身も中学まで行ってきましたが､ 12年以

えられた事を直に受けとめ､ 諸先輩方々からロータリアンとしての

上息子 (長男) の野球にかかわってきて､ 須永会員と知り合うこと

心構えや考え方を教わりながら今後､ いろいろな活動に積極的に参

で､ 今泉会員とも知り合い､ 現在この伝統ある神奈川東に入会でき

加しロータリーライフを楽しみ､ 日々人生の勉強をしていきたいと

たと思っております｡ 今日は入会のきっかけになった息子の野球に

思います｡ これからも､ ご指導の程よろしくお願いします｡

  

８月31日､ 例会終了後に懇親会が
盛大に行われました｡








!"#$%&'()*+,-.('/0

提案者：米国､ Virginia､ Hot Springs で開かれた第7570地区大会



 

会長ノミニーと会長エレクトの任期を明確にする件

2006年３月
提案者：米国､ Virginia､ Stafford ロータリー・クラブ
米国､ Virginia､ Fredericksburg で開かれた第7610地区大会にて
承認
2006年４月

提案者：米国､ Arizona､ Sierra Vista ロータリー・クラブ
標準ロータリー・クラブ定款を次のように改正する (手続要覧第

米国､ Arizona､ Tucson で開催された第5500地区大会にて承認
2006年５月

235ページ)｡

提案者：米国､ Illinois､ Springfield ロータリー・クラブ



米国､ Illinois､ Jacksonville で開催された第6460地区大会にて承認



標準ロータリー・クラブ定款を次のように改正する (手続要覧第
235ページ)｡










2006 年４月





会長の任期｡ 会長は､ 細則の定めるところに従って､
就任する日の直前18ヵ月以上２年以内に､ 選挙し､ 選
ばれた者は会長ノミニーを務めるものとする｡ 会長ノ
ミニーは､ 後任者の選挙が行われた後に会長として就
任する前の年度の７月１日に､ 会長エレクトの役職名
が与えられるものとする｡ 会長は､ ７月１日に就任し､
１年間､ または後任者が然るべく選挙されて適格とな
るまで､ その職務に当たるものとする｡

 

会長エレクト研修セミナーおよび地区協議会に出席した後継者が
選出されるまで会長が引き続き役職に留まることを規定する件

資格条件｡ 各役員および各理事は､ いずれも､ 本クラ
ブの瑕疵なき会員でなければならない｡ 会長エレクト
は､ ガバナー・エレクトから特に免除されない限り､
会長エレクト研修セミナーと地区協議会に必ず出席し
なければならない｡ 免除された場合は､ 所属クラブに
よって指名された代理を必ず派遣しなければならない｡
この代理人は会長エレクト本人に対し結果報告するも
のとする｡ 会長エレクトが､ ガバナー・エレクトから
の免除を受けずに､ 会長エレクト研修セミナーおよび
地区協議会に出席しない場合､ あるいは､ 免除されて
も指定の代理をこれらの会合に派遣しなかった場合､
かかる会長エレクトはクラブ会長に就任できないもの
とする｡ このようなことが起こった場合､ 会長エレク
ト研修セミナーおよび地区協議会に出席した後任者が
正式の手続きによって選挙されるまで､ 現会長がクラ
ブ会長を継続して務めるものとする｡
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