
 

第 2102 横浜港南ロータリークラブ週報 

2017．11．22．[水]  第 2330回例会報告 

 

◎司 会              市川敏明ＳＡＡ委員 

◎ロータリーソング       『港南友愛の唄』 

◎ソングリーダー      山田勝康合唱委員長 

 

◎出席報告            山田哲也出席委員 

会 員 数 

                    

出 席 者     

数                     

出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

36(7)名 29(6)名 82.9% 91.4%  89.4% 

（  ）内は出席免除会員数 

公式出席 

10/31・11/6  地区職業奉仕委員会   大越雅也会員 

11/15  会長幹事会  北見丈治会長 大越雅也幹事 

11/19  米山記念奨学生面接 

北見丈治会長 大越雅也幹事 

 

◎親睦委員会(今週のお祝)  瀧文博親睦委員 

＊会員誕生日祝    宮下 賢会員(２４日)  

笠原孝雄会員(２５日)  

林田利治会員(２５日) 

＊会員入会記念日祝   高栁良作会員(２５日) 

                佐々部宣宏会員(２６日) 

                 横尾博之会員(２９日) 

                 天野憲二会員（12/5） 

＊配偶者誕生日祝    大橋陽子様(３０日) 

                 樋口牧子様（12/3） 

 ニコニコボックス本日合計  ３４，１００円 

ニコニコボックス 累 計 ６８１，１００円 

 

◎米山チャリティボックス   

高栁良作米山記念奨学委員長 

 大井和子会員 坂巻照代会員 橋浦重己会員  

宮下 賢会員   ４名 

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計  ４，０００円 

米山チャリティボックス累計   ９３，０００円    

 

◎会長報告            

①第５０回インターアクト年次大会 

１２月１７日(日)  時間 ９：３０～１７：００ 

場所  『桐光学園』 

会費はクラブ負担です。駐車場がありますので、お

車でお越し下さい。先週たくさんのお客様がお見えに

なりましたが、久本地区インターアクト委員長から、

出席要請がありましたので是非ご出席お願いしま

す。 

②１１月１９日(日)ガバナー事務所で、次年度青少年交



換留学生の地区面接に私と大越幹事が出席して来

ました。南高校の女子生徒の応募がありましたが、

残念ながら結果は不合格となりました。 

③第７グループ合同例会 

平成３０年２月２０日(火) 時間１８：３０～ 

場所  『ローズホテル横浜』 

半澤ガバナー補佐から、今年度の第７グループ全体

で新会員の歓迎会を兼ねて合同例会を行いたいと

いう事です。 

④会長・幹事用名刺について、一箱支給されておりま

すが、名刺がなくなった場合自費で作るということを

伺いました。クラブで作って頂けるのでしたら作りた

いと思いますが、今後の事もありますので、参考に

伺いました。 

   

◎幹事報告              

①先週来回覧しております６月のトロント国際大会につ

いて、半澤ガバナー補佐から、是非皆さんにご参加

して欲しいという事でした。 

②ＩＭについて 

平成３０年３月１７日(土)開催予定です。 

③米山奨学生学友年末パーティー 

 １２月３日(日) 場所 『キャメロットジャパン』 

高栁良作米山記念奨学委員長・宮下カウンセラー・

佐々部地区米山学金増進副委員長・私が出席致し

ます。 

 

◎委員会報告  

①社会奉仕委員会             瀧文博委員長 

 ２月１０日(土)ロータリーみなとみらいチャリティマラ

ソンに皆さん是非ご参加下さい。参加費から一人に

つき２００円のチャリティとなります。 

②港南区制５０周年について      根本雄一会員 

 港南区から区制５０周年に当たり実行委員会を立ち

上げるという事で、当クラブにも要請がありました。 

１１月２０日に第一回目の実行委員会が行われ北見

会長の代わりに出席しました。メンバーは７９団体、 

１００名以上。最高顧問は高森さんで、山田(哲)支店

長・山野井さんもおられました。区役所と共に当クラ

ブの５０周年も何かの形でコラボしたいと思いまし

た。 

 

③親睦委員会                尾形達也委員 

・ 親睦夜間例会 

１１月２９日(水) 時間１８：３０～ 

場所 馬車道『十番館』  出席者２６名 

場所がわかりずらいので、お気を付けください。 

・ クリスマス家族例会のご案内を回覧しますので、ご

記入お願いします。 

  

◎『イニシエーションスピーチ』  上杉順一会員 

 

 

 

 

 

上杉でございます。ただ今から私のイニシエーション

スピーチを始めさせて頂きます。写真をご覧頂きながら

お聞きください。 

私は東京都大田区雪が谷大塚、現在の南雪が谷で  

１９６４年（昭和３９年）に生まれました。今年で５３歳に

なります。  

１９５４年（昭和２８年）から１９７３年（昭和４８年）まで

続いた高度成長期のど真ん中で生まれました。 

１９６４年には大規模なイベントがあり、そのイベント

に先立ちまして大きなインフラ整備が都内で行われて

いました。 

１９６２年京橋～芝浦間で開通した首都高速道路や、

写真のように、１９６４年には霞が関周辺・芝公園周辺

の首都高速道路が次々と整備されたようです。又、鉄

道では東海道新幹線の開業を経て、同年の１０月１０

日には東京オリンピックが開会という華々しい年に私は

生まれました。昭和４１年以降１０月１０日は体育の日と

して親しまれて参りましたが、平成１２年からは１０月の

第２月曜日が体育の日として定められております。 

昭和４０年ごろの雪が谷は現在と比べて、中原街道

や池上線の街路は現在と比べてもそんなに大きな差は

見受けられないのですが、現在の方が建物は増えてい

ますし、建物は上に伸びて立体化しています。又、現在

都内では数多くの再開発が盛んですが、雪が谷周辺で



はそのような計画はないようです。 

次の写真は雪が谷検車区の写真です。検車区という

のは車両基地で、現在も同じ場所で稼働しております。 

雪が谷大塚の駅舎を中心とした街並みは現在発展を

遂げています。 

私は父の仕事の関係で社宅に住んでいました。生ま

れたのは荏原病院です。昭和初期、荏原病院は伝染

病の研究や感染症の病床を持つ病院として設立された

都立の病院です。昭和３３年から総合病院として再設

備されました。私はこちらの病院で昭和３９年３月２７日

午前４時ごろ生まれました。病院の西側に私が一年生

まで通った雪が谷小学校があります。 

 私は今回このようなスピーチの時間を頂き、昔私が育

った街を見たくなり行って来ました。横浜から雪が谷ま

で電車で一時間も掛からない近いところです。私がこの

ような機会を頂かなければ一生行くことはなかったと思

います。 

当時の記憶を頼りに歩きました。幼い頃、大きな川だ

と思っていた川が実は小さな川であった事がわかり、い

ろいろと感慨深いものがありました。私は体が弱かった

ので、両親が少しでも空気の良いところで育てたいと、

私が７歳の時に泉区上飯田町に引っ越してまいりまし

た。今でも泉区はのどかなところですが、当時は田舎で

した。引っ越してから私の遊び場は、小川でザリガニ釣

りをしたり、昆虫を獲ったり、秘密基地を作ったり、本当

に学校から帰るとランドセルを玄関に置いて、毎日外で

遊んでいました。上飯田に越してからは体が弱かったこ

とが嘘のように、風邪一つひかない元気な子供に育っ

たようです。 

 昭和４０年後半から５０年前半になると、横浜市内で

も住宅不足解消に市営団地や県営団地が建設される

ようになりました。私の遊び場の空き地や小川などは県

営のいちょう団地へ姿を変えました。いちょう団地は境

川を挟み右側が横浜市、左側が大和市という県営団地

です。世帯数は３５００世帯のマンモス団地です。近藤

真彦さんや高田延彦さんはいちょう団地出身です。 

 写真のいちょう小学校は私の母校で、現在は少子化

の波で統合になってしまい、コミュニティハウスのみの

運営になっているようです。現在では中国残留孤児で

日本に帰国した人や、その家族またベトナムやカンボ

ジアの方が多く住んでおられます。この北側に統合に

なった飯田北いちょう小学校があり、生徒の６割が外国

にルーツを持つ子供達だそうです。校内の掲示板には

いろいろな言語が並んでいるという事です。 

 私の両親の故郷は山梨です。私が小学３年生の時に

一人で電車を乗り継いで遊びに行きました。小田急線

で町田へ出て、横浜線で八王子へ、中央線で大月へ、

富士急行線で東桂まで。約９０キロ乗り継いで遊びに

行き、お盆に墓参りに来る両親と一緒に帰るパターン

の夏休みを小学３年生から高校一年生の夏休みまで

続けました。 

 私は地元の学校を卒業しましたが、小・中学生の時

は野球とサッカー。高校に入り他に楽しい事が出来て、

部活動はやりませんでした。進路を考えなければいけ

ないと思っていましたが、夏休み遊びに行った先で、私

の叔父が鉄工所を経営しており、そこでアルバイトを始

めました。その鉄工所の脇を中央高速道路の富士吉田

線４車線化の工事をしていました。既に暫定的に２車線

で開通しておりましたが、その工事を夏休みの間眺め

ていました。 

土をもって道路を作る仕事をしていましたが、私はそ

れを見ていく中で、職人さんや現場監督さんと図面を見

ながら話をさせて頂くうちに土木工事に興味を持ちまし

た。 

私は将来土木をやりたいと思い田町にある土木工学

科の専門学校に進学しました。卒業後は地元の建設会

社に就職し、下水・水道・河川・水路・民間で言うと宅地

造成工事、様々な土木工事に従事して参りました。  

私は早くから一人で現場を任せられるようになりました。

国家試験も早く取得でき、非常に楽しく現場仕事をして

おりましたが、以前勤めていた会社の社長に呼ばれて、

『営業に向いているから明日からスーツを着て来てく



れ』と言われました。先輩や家内に相談したところ、ま

だ３０代前半で若いのだから、やってみたら良いだろう

という事で、営業職を受けることに致しました。現場で

の技術者生活は１０年でした。その後、小雀建設に営

業職として転職しました。 

小雀建設は今年で５４期を迎える総合建設業でござ

います。小雀町は戸塚区南部に位置しており、国道一

号線を東京方面から来て原宿の交差点を左折して環

状４号線を金沢の方に入ったあたりです。小雀町の８

割が市街化調整区域で、基本的に建物の建築が厳しく

制限されているエリアです。一見横浜市内とは思えぬ

ような田舎です。先週の平山さんの卓話にあったような

県内道路ネットワークの整備として、横浜環状南線、横

浜湘南道路等の工事が盛んに行われております。今ま

では静かな部落でしたが最近では、工事車両の往来が

非常に多くなりました。 

 弊社の本社ビルには風力発電やソーラーパネル等の

自然エネルギーの構築を図っております。売電で良い

月で８万円位です。整備に１０００万円以上掛かってお

りますので、１０年ほどで元が取れるというものではあり

ません。建築屋っぽくありませんが、夜間はイルミネー

ションをまとっております。ご近所の方からは評判が良

く、防犯に役立っているというお言葉を頂いております。 

 私は本社の営業本部に所属しております。営業本部

は第一部から第三部までございますが、私は営業第二

部の責任者として勤めております。営業第二部は民間

工事、建築でも土木でも、民間という言葉が付く工事は

私の第二部で担当しております。 

 私の住まいは、戸塚区国道一号線沿いの戸塚警察

の近くのマンションに家内と二人で暮らしております。 

２０２０年７月２４日開催の東京で２回目のオリンピッ

ク開催まで、あと９７５日です。県内開催３施設で４種目

が行われるようです。日産スタジアムはサッカー、江の

島はセーリング、横浜スタジアムは野球・ソフトボール

です。皆様と一緒に観戦できることを楽しみに私のイニ

シエーションスピーチとさせて頂きます。 

ご清聴ありがとうございました。 

◎ ニコニコボックス       瀧文博親睦委員 

大越雅也幹事 

  上杉順一会員のイニシエーションスピーチを楽しみ

にしております。 

横尾博之会員 

  会員入会記念日祝を頂きまして有難うございまし

た。 

大橋三郎会員 

  配偶者誕生日祝を頂きまして有難うございました。 

  上杉順一会員の卓話を楽しみにしております。 

林田利治会員 

  会員誕生日祝を頂きまして有難うございました。 

樋口一樹会員 

  夫人誕生日祝を頂きまして有難うございました。 

上杉順一会員の卓話を楽しみにしております。 

高栁良作会員 

  上杉順一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。 

坂巻照代会員 

  寒くなりました。周りに風邪ひきさんが増えています。

皆さん体力をつけてのりきりましょう。 

西山俊雄会員 

  何事もないというのが一番なのでしょうね。 

民谷佳子会員 

  大変申し訳ございません。本日早退させて頂きます。

ニガニガです。 

平山滋也会員 

  本日は急用があり早退致します。 

  上杉順一会員の卓話聞けずに残念です。 

小後摩重正・宮下賢・福嶋昭・高森政雄・橋浦重己 

市川敏明・青柳民朗・豊場建伍・海野俊彦各会員  

  上杉順一会員の卓話を楽しみにしております。 

 

◎次週の予定 

１１月２９日(水)１８：３０～ 馬車道『十番館』 

                 夜間移動例会 

◎会報               高栁良作会報委員 


