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司会   池田豊文SAA   水野 茂会長   斉唱  君が代 四つのテスト 

事務所・例会場  

相模原市緑区中野 1029  津久井商工会館 2F 

TEL 042-780-0201  FAX 042-850-4830 

例会日 毎週木曜日     時間  12：30~13：30 

会 長 水野 茂    幹 事 小川洋一 

【 出席報告者 井上 旭委員長 】    

現在会員数 出席対象数 本会出席数 本会欠席数 本会出席率 前回修正出席率 前々回修正出席率 

20 20 17 3 85.00％ 80.00％ 78.95％ 

本日欠席者 西迫会員、前沢会員、具会員 

 

してトップは、東京都で 13 人となっています。

次に山口県の 8人、岩手県の 4人と続いています。

逆に、内閣総理大臣の出身者がいない県は 21 県

あります。 

総理大臣の出身者（卒業者のみ）が多い大学は、

１位が東京大学で１５人、２位が早稲田大学で７

名、３位が京都大学で２名です。 

就任回数は、１位は 5回で４５代・４８代・４

９代・５０代・５１代の吉田茂、２位が 4回の初

代・5代・7代・10代の伊藤博文と 90代・96 代・

97 代 98 代の安倍晋三、3 位が 3 回の桂太郎、鳩

山一郎、池田勇人、佐藤栄作、中曾根康弘、小泉

純一郎の 6人です。 

次に総理大臣就任時の最年少は、伊藤博文の４

４歳が最年少で、2位が４５歳の近衛文麿（この

えふみまろ）3位が 47歳の黒田 清隆（くろだ き

よたか）です、最年長は 77歳の鈴木 貫太郎（す

ずき かんたろう）2 位が 76 歳の犬養 毅（いぬ

かい つよし）で３位が７３歳で清浦 奎吾（きよ

うら けいご）、斎藤 実（さいとう まこと）、幣

原 喜重郎（しではら きじゅうろう）の 3人です。 

先週は話が長いと幹事にご指摘をいただいた

ので、短めにまとめました。 

以上を持ちまして、会長挨拶とさせていただき

ます。 

 

皆様、こんにちは、元気ですか？私は元気です。 

台風９号の影響で、天候不順が続いています。最

大勢力の１０号も発生し今週から来週にかけ、大

変な事態になる予報が報じられています。関東地

方でも影響があると思いますので、充分な準備を

心がけてください。 

政治の世界では、安倍首相の突然の辞任で、自

民党の総裁選挙が実施され、３名が出馬表明され

ました。自民党総裁イコール総理大臣の選挙で

す、選ばれたら、是非日本の為になる政策を実施

してください。 

 本日の話は、総理大臣の豆知識です。全９８代、

６２人が総理大臣に就任しています、その内、歴

代最長の在任日数は現在の第９８の安倍晋三首

相で、現在も更新中です、次に第１１代の桂太郎、

３位が第６１代佐藤栄作です。もっとも短命に終

わったのは、第 43 の東久邇宮稔彦王（ひがしく

にのみやなるひこおう）就任からわずか 54 日で

退任しています。次に第 80代の羽田孜の 64日、

３位は 55代総理大臣の石橋湛山（いしばし たん

ざん）の 65日です。 

それでは出身地ではこれまで 62 人の内閣総理

大臣がいますが、総理大臣の出身地（出生地）と  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 水野 茂会長 
 

 



 
 

     

 

 

会い

幹事報告 小川洋一幹事 

まず地区からの連絡をお知らせします。 

・第 49 回ロータリー研究会第 2 部オープンフォ

ーラム開催案内（ロータリークラブ会長、ロー

ターアクトクラブ会長の参加） 

・9 月のロータリーレート 1 ドル＝106 円 

・日本郵便 記念切手「日本のロータリー100 周

年」発行 84 円 

・10/15 のガバナー補佐訪問ではクラブ協議会を

行います。テーマは「クラブの活性化のために

どうするか」で皆さんから意見を出して頂くよ

うお知らせしましたが、今のところ 1 名だけな

ので、是非出して下さい。 

 お久しぶりでございます。当クラブもコロナ

の影響で、今は月に 2 回、第 1 と第 3 木曜日と

いうことで運営しております。年内は月 2 回で

年が明けたら通常の月 4 回に戻す予定です。 

 そんなわけで、なかなかメイクに伺う機会も

ない状態です。少し間が空きますが、8 月に PCR

検査を受けまして陰性でしたので、今日伺いま

した。 

 当クラブも今年の 3 月から 6 月まで例会を開

けませんでした。非公式な会合は行っていまし

たが、何か月も会わないとクラブの根幹が段々

緩んできて、解けてしまう感じになりまして、 

今年度から月 2 回ですが行うようにしました。 

 ただ、コロナの問題について RI は、基本的 

に年内は接触しないようにという事で、出席し 

 

 

たくない人は来ないようにとはっきり言ってい

ます。RI は何事も無いようにという考え方なの

ですが、それを背負ってしまうと何も出来なくな

るので、当クラブはやることはやろうと対策を十

分した上で、あまり気にせずに他のクラブより一

歩前に出てやっていこうと思っています。 

 コロナ対策として、UV(紫外線)とオゾンの 2

つが今脚光を浴びております。特に UV は医師も

効果が高いと言っていますし、オゾンもどこかの

病院で効果について発表をしています。 

 当クラブ例会場の HK ラウンジにつきまして

は、UV とオゾンの組み合わせで、できる限りの

防除をしようと今準備をしておりまして、9 月中

には全部整います。キャッチコピーが「お家にい

るより安全」となっていますので、10 月以降、

是非メイクに来て頂ければと思っております。 

 ウシオ電機という会社がございまして、そこで

Care222 という 222 ナノミクロンの波長の人体

に無害である紫外線をコロンビア大学と共同研

究で開発しまして、今世界的に大変脚光を浴びて

います。これをアメリカの電機会社が 9 月から

大量生産することになっていますし、日本でもウ

シオと東芝系列の会社がタイアップして、来年 1

月から大量生産して照明器具に照射する形にな

るようです。 

 9 月からウシオでは売り出していまして、まだ

試験段階の感じですので、使い勝手があまりよく

ないのですが、6 台ほど例会場に入れて様子を見

てみようと思っています。コロナは高齢者が重症

化するということで、当クラブも 70 歳以上の会

員が何人かいますので、そういう対策をしながら

運営をしていこうと思います。 

 例会場というのはとても大事で、私達としても

HK ラウンジが無くなると他に会場がないです

から、例会場を守ろうと考えています。 

 皆さんもご存じだと思いますが、相模大野の小

田急センチュリーホテルの宴会場とレストラン

が来年 9 月に営業終了となります。相模原南ク 

ラブと相模原西クラブの例会場が小田急センチ

ュリーホテルですから、2 クラブとも例会場が無

くなってしまうわけです。このように例会場によ

ってクラブもかなり影響を受けるので、私共橋本

クラブは HK ラウンジを何とか守りたいという

ことでやっております。 

 相模原橋本クラブは、奉仕活動で図書館に UV 

とかアルコール 150ℓを寄付しました。JR 東日本 

ゲ ス ト 紹 介  
 

 原 幹朗 様  相模原橋本 RC 

 

原 幹 朗 様 の 話  
 

 



 

 

 

 

会員卓話  

本田泰章会員  

本日はこのような機会を頂き、ありがとうござ

います。 

この前頂いた活動計画書を見ましたら、最初の

ページに「ロータリーは機会の扉を開く」という

ロータリーのテーマが載っていました。自分が今

日卓話をすることは、ロータリーに入って 1つ目

の扉として用意されたものじゃないかと思ってお

ります。 

自分はこの津久井で生まれ育ちました。生まれ

たのが９月５日、明後日が 42 回目の誕生日です。 

親父が 54 年に会社を起こし、それで両親が忙し

かったので、自分は小学校の 2 年までじいさん、

ばあさんの家で生活をしていました。一人目の長

男だった私は、大正生まれのじいさん、ばあさん

から「お前は後継ぎだ」と言われて育ちました。 

ですので、今この商売をして、この立場にいると

いうのはじいさん、ばあさんの影響が大きいよう

に思います。 

 小学生の頃はまだバブルなどという事はわかり

ませんでしたが、今考えると好きなことをさせて

もらったし、贅沢をさせてもらったと思います。 

 

昭和 50 年代後半から 60 年代に入った頃ですの

で会社の景気も良く、毎年海外旅行にも行きまし

たし、欲しいものは買ってもらえるし、今考える

と本当に恵まれた生活をさせてもらいました。 

 そんな親父の背中を見て、会社の社長というの

は簡単にお金を儲けているものなんだと、子供の

頃は誤解をしていました。 

 高校、大学時代も好きなことをさせてもらい、

お金の苦労など何も知らずに卒業させてもらい

ましたので、両親には感謝しています。 

 うちの会社に入ることは決めていましたが、就

職活動の経験もしてみようと思い、横浜のガス会

社に就職したのですが、授業員の死亡事故が起き

て会社がバタバタし始めたので、12 月に退社し、

その後うちの会社に入りました。 

 24 歳頃に JC に誘って頂きまして、そこで色

んな厳しさを教えてもらいました。世の中を甘く

考えていた若造が、15～16 年上の先輩達と同じ

活動をする中で色々学ばせて頂き、このように人

前で話す機会も頂きました。 

 若い頃から仕事上でも、青年会議所でも年上の

方とのお付き合いが多く、色々教えて頂くことも

多かったので、同世代と付き合うより、先輩の皆

さんとお付き合いをさせてもらう中で、学びや経

験ができればと思っています。 

 ロータリーに入った理由も、地域への奉仕とか

活動をしたいというよりも、ここにいる皆さんと

共に活動をしながら、色々な経験をさせて頂いて

何かを学べたらという思いでした。 

 本日は、卓話とは何かというのがまだわかって

ない状態で話をさせて頂きましたが、これからで

きるだけ例会や活動に参加し、学びながら皆さん

のように素晴らしいロータリアンになれるよう

頑張りたいと思います。今後とも是非よろしくお

願い致します。 

  

 

にコロナ感染者が出ましたので、支援もしまし

た。そんな活動をしている中で、橋本の相模原協

同病院への寄付を考えたのですが、院長先生から

お話を伺いましたら、大変なご苦労があることが

わかりました。クルーズ船の日本で初めてのコロ

ナ感染者の受け入れや、コロナ指定病院として 2

～3 ヶ月公の補助が全然受けられない状態で、大

幅な赤字という厳しい状況です。 

 そこでクラウドファンディングを行いたいと

思いまして、私共ロータリークラブだけではな

く、相模原市緑区の商工業者、市民団体などと手

を組み、任意団体を立ち上げました。10 月から 2

か月間で支援募集金額は 1500 万円です。 

 相模原市には 3 つのコロナ指定病院がありま

すが、その 1 つが相模原協同病院です。緑区内唯

一のコロナ指定病院の危機を救うため、支援をし

たいと思っております。 

 私共は共催として名前を連ねる形ですが、もし 

ご理解頂けるのであれば、できましたら津久井中

央さんも一緒にお名前を頂けないかと思ってお

ります。ご検討頂きますようお願い致します。 
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スマイル報告 井上 旭委員長 

 

会 水野 茂委員長 

 

相模原橋本 RC 

 原 幹朗 様  皆様、お久しぶりです。コロナで大変な状況ですが、先日 PCR 検査で陰性でした

ので、メイクに伺いました。よろしくお願い致します。  

津久井中央 RC 

 水野 茂会員  原さん、ようこそいらっしゃいました。本年もよろしくお願いします。 

小川洋一会員  原さん、ようこそ。台風 10 号が近づいています。かなり大型の台風のようです。

昨年の台風 15 号が思い出され心配です。用心、用心。私の台風準備はマドガラス

のテープ張りです。 

池田豊文会員  原さん、ようこそお越し下さいました。今週末から少年野球の市民選手権大会が

始まります。春季、夏季大会と中止になり、子供たちにとっては最後の大会とな

ってしまいましたが、彼らほど指導者を始めとした大人たちに子供たちはいなか

ったと思います。子供たちが沢山活躍できますように、スマイルします。 

杉本信一会員  先日の高尾山バーベキュー納涼会、16 名の参加ありがとうございました。後日会

計により会費を頂きます。よろしくお願い致します。森田さん、手配ありがとう

ございました。 

吉野賢治会員  台風の影響でしょうか。不順な天気ですね。橋本 RC の原さん、ようこそ！お久し

振りです。今日は小川幹事が仕事のイライラがおさまらない様ですのでニコニコ

ボックスにスマイルします。 

山﨑和彦会員  原さん、ようこそ。ご無沙汰しています。暑さがやわらいだと思っていたら、又

台風の季節になりましたね。10 号日本に寄らないで、上の方の国にいってもらい

たいです。 

所谷 弘会員  コロナ禍になって早 6 ヶ月。仕事はナメクジなみのスピードで回復中…。仕事が

ない事に慣れて来てる事が恐い今日この頃です。 

本田泰章会員  本日は卓話という貴重な機会を頂き、ありがとうございました。今日は 4 番目(三

女)のハーフバースデー。（6 ヶ月記念日）5 日は自分の 42 回目の誕生日、19 日は

長女の誕生日、10 月 3 日は次女の誕生日と 2 週間毎にお祝いがあるので、出費が

ふえます… 

山口八重子会員 今日はまた不安定な天気ですね。体がなかなかついていけません。それでもスマ

イル、スマイル。 

小山里枝会員  相模原橋本ロータリークラブの原様、本日はありがとうございます。本田さんの

イニシエーションスピーチも思い浮かべました。初々しいことは素晴らしい！山

口八重子さん、わたくしも数独だ～いすきですヨ！ 

沼崎善充会員  原さん、お元気そうでなによりです。会社の決算終わりました。前年度の 70％の

損益でした。これからどうしようか考えてます。いい事はありますように～ 

こっそりしています。 

八木 勉会員  原様、ようこそおこし下さいました。本年度もよろしくお願いします。 

森田正紀会員  原様、お久しぶりでございます。本日はようこそいらっしゃいました。長梅雨、

猛暑、そしてこれから台風シーズン。昨年の事が有るので心配です。いつになっ

たらおだやかな日々になるのでしょうか？ 

高橋幸一会員  原さん、ようこそお越し下さいました。本田くん、いきなり卓話ありがとうござ

いました。「将来の夢」すてきな話でした。 

田畑和久会員  皆さん、残暑お見舞い申し上げます。原さん、久しぶりです。」暑気払いしましょ

う(笑) 先週は G で負けましたが、M で勝ったのでスマイルします。検察公認の

テンピンなので大丈夫ですよね（笑） 

井上 旭会員  原様ようこそお越し下さいました。又高額なスマイルを頂きありがとうございま

す。本日は入会された本田さんのイニシエーションスピーチ素晴らしかったです。

今日までの生き様を語って頂き、人生は必ずしも楽ではない事も学び、これから

人間として大きく成長されることを祈ります。これから同じ仲間として楽しく又

仲間を増やしてやっていきましょう。 

 

 

 


