
 

第 2099 横浜港南ロータリークラブ週報 

2017．11．1[水]  第 2327回例会報告 

 

◎司 会             西山俊雄ＳＡＡ委員 

◎ロータリーソング   『君が代』『我らの生業』 

◎ソングリーダー        八木禧昭合唱委員 

◎ビジター 奄美中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 中濱礼子様 

◎出席報告          小後摩重正出席委員 

会 員 数 

                    

出 席 者     

数                     

出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

36(7)名 31(7)名 86.1% 100%  89.4% 

（  ）内は出席免除会員数 

公式出席 

10/19 地区米山記念奨学委員会  佐々部宣宏会員 

10/19 地区社会奉仕委員会   根本雄一会員 

10/30 理事会 

     北見丈治会長 大越雅也幹事 大橋三郎会員 

     阿曽輝彦会員 大井和子会員 樋口一樹会員 

     瀧文博会員 

１０月ホーム１００%出席者 

     阿曽輝彦会員 大越雅也会員 大橋三郎会員 

     北見丈治会員 豊場建伍会員 平山滋也会員 

福嶋昭会員  宮下賢会員  山田勝康会員 

◎親睦委員会(今週のお祝)   瀧文博親睦委員 

＊会員誕生日祝    天野憲二会員(２日)  

＊会員入会記念日祝   櫻井富雄会員（１２日） 

                 海野俊彦会員（１２日） 

＊会員記念日祝    阿曽輝彦会員（３日） 

                 佐々部宣宏会員（７日） 

                 宮下賢会員（１０日） 

＊配偶者誕生日祝    瀧ちずる様（７日） 

                      細井良隆様（１２日） 

                 横尾映子様（１４日） 

 ニコニコボックス本日合計  ５５，０００円 

ニコニコボックス 累 計 ５９８，０００円 

 

◎米山チャリティボックス   

佐々部宣宏米山奨学金増進副委員長 

 大井和子会員 大橋三郎会員 櫻井富雄会員 

佐々部宣宏会員 橋浦重己会員 ５名 

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計  ５，０００円 

米山チャリティボックス累計   ８３，０００円    

 

◎会長報告            

①先週の親睦旅行に参加頂いた皆様、尾形親睦委員

長ありがとうございました。 



セブポートセンターＲＣから旅行時に多額のお気持ち

を頂きました。セブの勇者の印と盾もお礼として頂き

ましたので、事務局に飾りたいと思います。ココナッ

ツ酒を２本頂きましたが分けられないので私が頂き

ましたのでご報告致します。 

②１１月１０・１１日は地区大会ですが、皆さんは１１日

(土)の地区大会に出席して頂きますようお願いしま

す。 

③先日行われたチャリティゴルフ会で天野会員が３位

に入賞しました。懇親会で表彰されますので出席お

願いします。 

   

◎幹事報告              

①新年夜間例会 

 平成２９年１月２４日（水） 時間 １８：３０～ 

  場所 『北京飯店』 

 茜会も参加頂けます。会費は同額です。 

②港南区役所へひまわりのプランターを寄贈しました

が、その後に苗を植える話がありました。１０月始め

ではお花の苗が終わっている為、瀧委員長の方で区

役所へ問い合わせして頂いております。 

③半澤ガバナー補佐より、第７グループ合同例会を来

年開催したいという事です。１月から３月の間でこれ

から調整致します。 

④ＲLＩⅢロータリーリーダーシップ研修会 

１１月２６日（日） 大井和子会員出席予定 

１１月１８日締切りです。是非ご参加をお願いします。 

 

◎委員会報告   

①プログラム委員会           阿曽輝彦委員長 

１１月８日(水) 休会 11日(土)地区大会に例会変更 

 １５日(水) 平山滋也会員 

 ２２日(水) 上杉順一会員 『ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ』 

 ２９日(水) １８：３０～ 馬車道『十番館』 

                  夜間移動例会 茜会合同 

１２月６日(水) 会員増強委員会 樋口一樹委員長  

 １３日(水) 年次総会 

 ２０日(水) 18：30～ 『ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ』 

                 クリスマス家族例会 

    ２７日(水) 休会 

②親睦委員会               尾形達也委員長 

 ご旅行に参加頂き有難うございました。 

当クラブ会員１３名。セブポートセンターRC５名。  

合計１８名でした。初日は雨でしたが翌日は晴れて、

セブの方々をご案内するに当たり臨機応変にコース

設定をし、大変喜んで頂きました。皆様にドライマン

ゴーを頂きましたのでお配りさせて頂きます。 

③次年度理事発表            宮下賢次期会長 

  会   長       宮下  賢 

  幹  事      大井 和子 

  会長ｴﾚｸﾄ     根本 雄一 

副会長・ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長 

             橋浦 重己 

   S A A     阿曽 輝彦 

  プログラム    佐々部宣宏 

  親   睦     海野 俊彦 

  職業奉仕     尾形 達也 

  社会奉仕     高栁 良作 

  国際奉仕     櫻井 富雄 

  青少年奉仕    瀧  文博   以上 理事１１名 

  会員増強・会計 山田 哲也 

   

◎奄美中央ロータリークラブ 中濱礼子様より 

 

 

 

 

 

 

今日はメークアップで出席させて頂きます。奄美大島は

鹿児島県と沖縄県の中間地点にあります。奄美大島は

来年の夏世界遺産の登録に向けて島全体で盛り上が

っています。私の仕事は医療事務と障害者就労支援に

携わっています。今回はセミナーフォーラムが横浜であ

りましたので来させて頂きました。 



◎ 『昔の話』            林田利治会員 

 

 

 

 

 

 

私は８５歳になりました。通算すればロータリー生活

は長く話のネタも出し尽くしてしまいました。今日は６０

年前位の昔の話をさせて頂きます。 

 私は旧制中学校の最後の生徒でした。小学６年で中

学校の入試を受け、中学１年の時に戦争が終わりまし

た。中学３年まで毎月６円の授業料を払って３年を終え

ると、次に指定された進学するはずの高校は前女子高

であった男女共学の高校でした。通学距離は遠く進学

をあきらめ農業を継ぎました。２年ほどやりましたが、続

ける自信がなくなり、群馬県の叔母の会社に努めること

になりました。 

会社は利根川水系の神流川から砂利を採取する仕

事でした。当時は主要な鉄道でも岩石を破砕した砕石

を使用せず、川砂利が使われました。鉄道の枕木は栗

の木が使われており、保線の人夫たちはつるはしを使

って枕木の下を重ねていました。現在ではあの光景を

見ることはありません。当時はダンプカーもなく輸送は

全て貨車に頼っていました。屋根のない貨車で砂利は

目的地に近い場所まで運ばれました。途中降ろしと言

って、夜間に鉄道を利用しない時間に運転し途中で降

ろされます。皇居の広場に使われた径 5～10 ミリくらい

の砂利も私の在職中貨車数十台で運びました。今でも

そのまま残っています。 

神流川は日航機が墜落した上流の川です。テレビで

見ましたが、ご遺体が藤岡の体育館に運ばれて使命が

終わって取り壊されました。砂利会社も時代と共に川の

上流にダムが作られたので、洪水が発生しなくなると砂

利が流れてこないので採取が出来なくなりました。 

そして、私は２年で勤めを辞めて、進学することにしまし

た。 

高校卒業の必要がありますので、４年遅れで高崎の

工業高校に入りました。大学受験は大変でしたが高校

を卒業し、昭和３０年近江に帰り、滋賀大学に入学しま

した。４年先に高校を卒業した同級生が京都や大阪の

有名大学に進学していたので、私は恥ずかしくなり大

学へ行くのが嫌になりやめてしまいました。そして、当

時はガソリンスタンドがあまりなく、石油屋になりまし

た。 

私は自分でガソリンスタンドの設計図を描いて役所

へもっていくと、役所の方はびっくりしていました。私は

人によく頼まれて設計図を描いたことをよく思い出しま

す。そして、琵琶湖の漁船の燃料まで手掛けるようにな

り、商いは大協石油から仕入れていました。大協石油

は今はもうありません。この仕事は３０数年続けました

が、その途中で横浜に参りました。 

 エアバックで有名なタカタ工業は私が生まれた家から

わずか２００メートル先にあり、戦前は町工場でした。高

田家は名家で今でも豊かに暮らしております。 

 次に、私のファミリーヒストリーです。 

林田家というのは私が中学・高校時代にはいませんで

した。なかなか少ないようです。ルーツを調べてみたら

京都の北の方におりました。何故京都から滋賀に移っ

たかというと、明治天皇が京都から東京に皇居を移さ

れた時に、京都御所のやむごとない人が住み家や稼ぎ

に困ったそうです。大宮人は娘さんを豪商にお嫁に出し

て大変な結納金をせしめました。その時、滋賀県でさい

じさいべいという化学が好きな方がいました。滋賀県は

石灰石が非常に多く取れるそうでそれを壁に塗ったりし

て使っていました。その石灰石を焼却してその後水に

つけるとアルカリ性の液が出ます。これを上手く利用し

て、当時牛革のなめし技術に併用されました。さいじさ

いべいはそれで特許権を取りました。彦根の井伊さん

は毎日近江牛を味噌漬けにして各藩に配ったので、牛

の革がたくさん出ました。それでさいじさいべいは当時

の金で数十万両を稼いだと言われました。しかし、その

お金は井伊家の財政に入りました。さいじさいべいは

井伊家に借金があったのです。井伊家はもともと藩の

産業として、船のバルブを専門に作っていました。彦根

はバルブの産業が進んでおり、井伊家はそれを握って



いました。結局、さいじさいべいはその方にそれをもら

って地方へ出たのです。滋賀県は彦根城だけでなく、

いろいろな所やお話があります。 

今日皆さんにお配りしたのは琵琶湖のうるりという小さ

な魚です。幅２０センチくらいで何十キロも列を組んで

泳いでいます。その一番先にざるを持っていくと獲れる

ので、それで稼いでいる人もいます。 

皆さんご清聴有難うございました。 

（林田会員よりうるりの佃煮を頂きました） 

 

◎ ニコニコボックス      青柳民朗親睦委員 

大越雅也幹事 

  先週の親睦旅行ご参加の皆様お疲れ様でした。会

員の皆様からの寄付のお陰で無事滞りなく終わり

ました。有難うございました。 

   奄美中央 RC中濱様ようこそいらっしゃいました。 

天野憲二会員 

   会員誕生日祝を頂きまして有難うございました。 

海野俊彦会員 

  二週連続土日台風。商売悪影響、秋晴れが続きま

すように。 

  林田会員の卓話を楽しみにしております。 

  会員入会記念日祝を頂きましてありがとうございま

した。 

阿曽輝彦会員  

  林田会員の卓話を楽しみにしております。 

  会員記念日祝を頂きまして有難うございました。 

細井順子会員 民谷佳子会員 

  配偶者誕生日祝を頂きまして有難うございました。 

櫻井富雄会員 佐々部宣宏会員 

林田会員の卓話を楽しみにしております。 

  会員入会記念日祝を頂きまして有難うございまし

た。 

瀧文博会員 

  林田会員の卓話を楽しみにしております。 

  夫人誕生日祝を頂きまして有難うございました。 

橋浦重己会員 

  体調を崩して旅行も欠席してしまい申し訳ございま

せんでした。 

  奄美中央ＲＣの中濱礼子様遠方よりようこそいらっ

しゃいました。 

  林田会員の卓話を楽しみにしております。 

林田利治会員 

  今日は卓話をすることになりました。聞きづらいとこ

ろはご勘弁願いします。 

大井和子会員 

  昨日は新任副校長短期研修報告会に出席しました。

経営者が自らの言葉で経営理念を語る大切さを再

確認致しました。 

福嶋昭会員 

  先週の修善寺旅行は天気に恵まれ最高でした。当

クラブの会員は『行いが良いのですね』尾形会員ご

苦労様でした。 

  林田会員の卓話を楽しみにしております。 

西山俊雄会員 

  親睦旅行楽しかったでしょうね。私は自分の旅行と

台風が重なってしまいキャンセル。そのうえ当日キ

ャンセルだったのでキャンセル料金は５０%さびし

い。 

横尾博之会員 

  親睦旅行では皆様にお世話になりました。 

宮下賢会員 

  本日１１月１日から年賀はがき発売開始しました。 

１２月１５～１月７日までに出された年賀は５２円で

すが、それ以外は６２円になります。 

   林田会員の卓話を楽しみにしております。 

平山滋也会員 

  修善寺旅行はお疲れ様でした。 

  林田会員の卓話を楽しみにしております。 

市川敏明会員 八木禧昭会員 豊場建伍会員 

高森政雄会員 青柳民朗会員 小後摩重正会員 

  林田会員の卓話を楽しみにしております。 

 

◎次週の予定 

１１月 ８日(水) 休会 11日(土)地区大会に例会変更 

◎会報           佐々部宣宏会報委員長 


