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例 会 第１３２２回： 通常例会/小杉苑 

ソング われら日本ロータリアンの歌、青い山脈 ：ソングリーダー 古川賢吾君 

■ 会 長 報 告         飯田敏之君 

皆さん、こんにちは。 

先週 27 日に、令和になって初めての国賓として

アメリカのトランプ大統領夫妻が来日致しまし

た。 

私も安倍首相の取り持ちもさることながら、徳仁

天皇陛下と皇后の雅子様の振る舞いに胸をなで

おろした一人でした。 

天皇陛下・皇后様の気品に満ちた御姿でのおもて

なし、ぎらぎらした派手な演出は、日本の皇族は

いたしません。 

以前、上皇様にお声を掛けられた暴れん坊のフィ

リピンのドゥテルテ大統領も涙したという日本

の象徴である天皇陛下が持つ世界一の品格・優し

さを天皇陛下・皇后様もお持ちだと確信しました。 

特に天皇陛下とは私、カルロス飯田は同年輩であ

ります。 

ただ、天皇陛下はイギリスのオックスフォード大

学へ留学されていたときに私は東池袋・新宿に遊

学していた為、進む通が違ったと考えられます

が・・・ 

ましてや、皇后様はハーバード大学で学ばれ、外

務省にお勤めされ通訳もされたエリートです 

今回のトランプ大統領ご夫妻に対してもお二人

共通訳なしでの会話が出来たということでお互

いのコミュニケーションをより良くされたと思

います。 

御病気であった皇后様の優しさがたっぷりの笑

顔での対応を見ても、本当に国民は安心したので

はないでしょうか。 

日本の皇室には後継者問題がおありですが、今回

のお二人を見れば 日本の歴史のほんの些細な

問題位に思えてきます。 

しかし、よくよく考えてみると 娘二人の私自身

の、事業の後継者問題、のほうが大きな悩みです。 

以上、本日の挨拶といたします。 

 

■ 幹 事 報 告         森竹正晃君 

特にありません。 

 

■ 出 席 報 告          平原望  君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

40／50 80％ 39／50 78％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○阿井君 ○漆畑君○鈴木照君○中山君○村松君 

○渕脇君○渡辺哲君 川口君 佐野裕君 藪崎君 

(２)メークアップ者  

稲葉俊英君（静岡中央） 鈴木健夫君（静岡） 

富澤静雄君（焼津） 渕脇一啓君（静岡） 

望月誠君（焼津） 渡邊博文君（セミナー） 



 
 

■ スマイル B O X        平原望君 

・５月の誕生日プレゼントありがとうございま 

した。フレッシュ４６で１年過ごしていきま 

す。             加藤智之君 

・ハンディキャップに加えてメンバーのご配慮 

 に恵まれ昨日のゴルフ大会で優勝できました 

                小林正敏君 

・皆さん、こんにちは！ 先日、藤枝南ゴルフ 

クラブに初参加させていただきました！ 

何と！準優勝！馬まで大当り！ プレーも楽 

しく まわらせていただきました！ありがと 

うございます！        佐野博己君 

 

スマイル累計額  ６２２，０００円 

■ 会 員 卓 話                  

数野晴紀君 

 

入会させていた

だきまして、１

年が経ちます。

前回の入会時の

話では自分の生

い立ちが途中で

終わってしまい

ましたので、「環境」というテーマをもとに自分の

環境の変化をお話しさせていただきます。 

沼津高専に進学からのお話です。沼津高専とはど

ういうところかというと５年生の学校で卒業す

ると短大卒になります。当時は専攻学科が機械・

電気・電子・化学の４つしかありませんでしたが

今では６つに増えたみたいです。 

ここでは部活動としてサッカーを行いました。。

沼津高専はサッカーが弱かったものの５年生と

いうこともあり、部活は高校１年生と大学２年生

までが一緒に練習や試合をするというのは、１年

生で入った当時は体格の差がありすぎてよほど

の技術がないとカバーしきれないものがありま

した。現在のＪリーグに出た久保君はそう考える

と本当にすごいんだなぁと実感してしまいます。 

当時は高校受験で高専という名前を耳にしたこ

とが全くなかったのですが、ふとしたことからそ

の校名が耳に入り、工作みたいな作業が好きなこ

とと機械的に専門が学べるということにちょっ

と興味を持ち受験したというのがきっかけであ

ります。 

沼津高専というのが皆さんにとってどういうイ

メージなのかあまりわかりませんが、おそらく、

ロボコンという自前のロボットでいろいろな競

技をする大会がＮＨＫで放送されているのを見

たことがある人もいるかもしれません。実際にか

かわるのは数人だったのですが、興味を持ったオ

タクに近い人たちが勉強に没頭してくれていた

人たちのおかげで、沼津高専の株は今も高くなっ

ていることに感謝しております。 

私が入った当時の話をさせていただきます。あく

までも当時の話で現在はちょっとどうなのかは

わからないのですが、沼津高専は最初の２年間は

全寮制で、学校の併設された寮に入らされました。

寮の中では各階に階長と呼ばれる年上の先輩が

階を仕切ります。国立からなのか規律正しい生活

をという名目でなのか、もちろん朝は朝礼の時間

があり、朝のベルが鳴る前に廊下に並び点呼を行

い。それは夜も同じように行われ就寝時間という

のも決められて強制的に電気も消されていまし

た。私の中で上下関係の仕組みというのを体に植

え付けさせられたのは沼津高専でした。そして、

毎晩反省会という会が催されて必ず今日反省し

なければならないことを一人一個言わなければ

ならないという集まりがあました。毎日反省する

ことを探すのが大変で、見つからないときは大体、

「先輩に挨拶をするのを忘れた。」とか「部屋のコ

ンセントを抜き忘れた。」などのお決まりのフレ

ーズを言ってその場が終わるといった今ではあ

りえない伝統行事の中寮生活を送っていました。

今は立て替えられてかなりきれいで部屋割りも

どうなっているのかはわかりませんが、当時の寮

は築がかなりの年数がたっており、４人一部屋で

組まれており、寝る部屋と机がある部屋が廊下を

挟んでついになっていて、学校以外ではプライベ

ートの無い生活を３年間行っていました。 

３年目からは寮を出ることが可能となり、自宅か

ら通う人、下宿をする人、階長になって下のもの

にしごきを加えるものと人それぞれでした。自分

は４年生から下宿生活を始めましたが、当時の国

立というのは、学費や寮生活の費用など家計の面

ではかなり親孝行だったみたいです。 

そんな５年間の高専生活を送った後は東京の大

学に編入し、東京暮らしが始まります。静岡とは

違う大都会の生活が始まりました。東京近郊では、

１０年ほど住んでいましたが、独り身で遊んでい

るときは東京に住んでていいと思いますが、やっ



 
 

ぱり静岡に戻ってきてよかったなと思いました。 

いよいよ大学も卒業し就職です。某空調会社に合

格し、サブコンとして、大手ゼネコン会社の下で

関東中心に空調・衛生の施工管理を行ってきまし

た。現在は静岡に戻ってきて、東京で働くことの

すごさを改めて感じましたが、会社は新築・リニ

ューアル・原子力という大きい３つの分類に分か

れており自分はリニューアルという部門に配属

されました。そのころ、現在の六本木ヒルズ等が

建てられた六本木再開発が中心行われていた時

期で、新築事業の舞台は日夜工期に間に合わせる

ため関東近隣のどの施工業者もかき集められて

いた状態でした。私は、文化センターでのボイラ

ーの改修工事や銀座でのブランド店の改修工事、

９・１１の事件が起きた当時は渋谷の丸井で改修

工事を行っておりました。その時渋谷は２４時間

昼のように明るい街で本当に不夜城だという言

葉が当てはまるなと実感しました。今ではどこが

ブラック企業とか残業時間の問題が取りざたさ

れてたたかれる企業がメディアに取りざたされ

ておりますが、当時は、日中は現場に出て現場で

施工管理と部品発注、夜は図面引きといった現場

で寝泊まりをする日が続いて作業をしていた記

憶があります。特にやっていた施工事例は病院で

す。ドラマで有名になったｓ大病院をはじめ結核

病院の空調設備をはじめクリーンルームなど病

院の医療行為が行われている建物で大改修を行

っていました。 

３年間の社会人経験の後、東京で専門学校を経て、

３０歳で会社を継いで現在に至ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木健夫君 

”昔の武士は、いつ死んでも良い様に、常に新

しく状態の良い、現代でいうパンツを穿いてい

ました 

僕は、昨日何気なくタンスにあったパンツを穿

きましたが、そのパンツのゴムはユルメで、パ

ンツの状態が悪いので、恥ずかしさを感じてお

ります。” 

 

 

 

 

 

■ 今週の一言               

 

 

 

 

 

 

 

 

早川清人君 

ゴールデンハヤカワと呼んで下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝比奈潔君 

あさひなさんと呼んで下さい。 

 

 

 

 

 

例会日 クラブ行事 摘要 

6/7(金) 

第 1323 回 
次年度方針説明 理事会 

6/14(金)  

第 1324 回 

創立記念 

  夜間例会 
小杉苑 

6/21 (金) 

第 1325 回 
会員旅行  

6/28 (金) 

第 1326 回 
会員旅行報告 小杉苑 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(担当／杉山君) 

氏名 クラブネーム

飯田敏之 カルロス

漆畑雄一郎 バタヤン

渡邊芳隆
次男のナベちゃん

ガス屋のナベちゃん

森竹正晃 モリタケ

鈴木健夫 タケオ

杉山茂範 モゲ・シゲさん

平原　望 ひらはら・ひら・ペー

鈴木寿幸 コトブキさん

藪﨑　茂 やぶ

鈴木照竟 ショウキョウ

杉浦　聡 さとる

富澤静雄 会長

小林正敏 マーちゃん

内藤浩光 内藤浩光

竹田敏和 たけだ、たけちゃん

樽井　勉 お坊さん

渡邊博文 わんたん

池ヶ谷勇 いさむちゃん

望月　誠 モッちゃん

笠原大輔 かさ

数野晴紀 数野

若林秀典
若林・若林さん
若さん・先生

小池吉久
こいっけ君
濃いっ毛君

渡辺哲郎 わたなべ

江﨑直利 エザキ

桑原　茂 ジャッキー

内山淑夫 足るを知る

佐野博己 佐野屋

佐野芳正 佐野ちゃん

高杉光洋 みっちゃん

中村博史 ヒロシ

富澤賢一 けんちゃん

古川賢吾 ケンゴ

朝比奈潔 あさひなさん

早川清人 ゴールデンハヤカワ

氏名 クラブネーム

クラブネーム一覧


