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司会    池田豊文 SAA  水野 茂会長  斉唱 手に手つないで  

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 

21 21 17 4 80.95％  85.71％ 100％ 

本日欠席者 八木会員、森田会員、前沢会員、佐藤尚史会員、 

 

自分に置き換えると、逆境に遭ったときは卑屈

にはなりませんが、順境の場合は、調子づいてし

まうので、いつも冷静でいたいと心掛けていま

す。今日は、西迫会員の卓話です、人生経験豊か

な西迫会員のお話を聞いて、今後の自分の参考に

したいと思います。 

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！ 

さて、本日は、喋ることがないので、松下幸之

助著「道をひらく」の一説をご紹介します。 

逆境―それはその人に与えられた尊い試練で

あり、この境涯にきたえられてきた人は誠に強靭

である。古来、偉人なる人は、逆境に、もまれな

がらも、不屈の精神で生き抜いた経験を数多く持

っている。誠に逆境は尊い。だが、これを尊ぶあ

まりに、これにとらわれ、逆境でなければ人間が

完成しないと思い込むことは、一種の偏見ではな

かろうか。逆境は尊い。しかし順境も尊い。要は

逆境であれ、順境であれ、その与えられた境涯に

素直に生きることである。謙虚の心を忘れぬこと

である。素直さを失ったとき、逆境は卑屈を生み、

順境は自惚れを生む。逆境、順境そのいずれをも

問わぬ。それはその時のその人に与えられた一つ

の運命である。ただその境涯に素直に生きるがよ

い。素直さは人を強く正しく聡明にする。逆境に

素直に生き抜いてきた人、順境に素直に伸びてき

た人、その道程は異なっても、同じ強さと正しさ

と聡明さを持つ。お互いに、とらわれることなく、

甘えることなく、素直にその境涯に生きてゆきた

いものです、と書かれています。 

会長挨拶 水野 茂会長 
 

幹事報告 小川洋一幹事 

 

 この前の日曜日は少年野球の開会式でした

が、閉会式が 22日に行われますので、ぜひ参加

して頂きたいと思います。 

 青少年の健全育成を目的として、少年野球を

12～13 年支援しております。クラブの設立当初

は津久井クラブがボーイスカウトを支援してお

りましたので、ガールスカウトへの支援をしま

した。5～6年続きましたがガールスカウトが解

団し、その後少年野球への支援を始めました。

子供たちのはつらつとした姿を見て、こういう

支援も意義があるということを肌で感じてもら

いたいと思います。 

 今日は理事会がありまして、議案は 2 名の入

会推薦と年次総会についてです。 

 



 
 

     

 

 

 

 

 

 私の話に移りますが、私は子供が 4人で男の子

ばかりです。孫は 9人います。年を取りましたの

で目も耳も悪くなってきまして、加えて口も悪

く、腹黒いので良いところがありませんが、一つ

だけ皆さんに羨ましがられる事があるのです。皆

さんによく「いい色に染めていますね」と言われ

ますが、髪の毛は染めていません。それだけが少

し自慢できるところです。 

 昭和 57 年に城山の今の場所に産婦人科医院を

作りました。同年 12 月に初めて一人の患者さん

がいらして、その方の名前や住所を今でも覚えて

おります。そしてその方の娘さんがお子さんを産

むという事で、だいぶ前ですが私の所に会いに来

てくれました。 

 4 人の子供に強制したわけではありませんが、

産婦人科医が 2人、小児科が 1 人、麻酔科が 1人

というふうに主人が望み、いつも言っておりまし

た。主人が永眠した時、一番下の子が大学を無事

卒業しまして、望んでいた通り長男が産婦人科、

次男が小児科、三男が産婦人科、四男が麻酔科に

なり、今に至っていますが、皆様ご存じのように、

次男が去年の 4月に永眠しました。次男の小児科

は厚木にいる甥がその後をやってくれています。

人生いろいろと言いますが、本当に色々です。 

 私の趣味は海外旅行です。特に記憶に残ってい

るのはケニアのサファリ、カナダのプリンスエド

ワード島、それからオーストラリアのリトルペン

ギンです。年に 1，2度海外に行きます。 

 国際交流でドイツには 2，3 回行き、ロータリ

ーの国際大会では台湾に行きました。 

 また、スリランカ人の奨学生のカウンセラーを

した時に、津久井クラブで1回スリランカに行き、

その後 5回位行っています。上海にも 3回行って

おり、旅行の楽しい思い出がたくさんあります。 

 今度アメリカ合衆国のバイデンさんがあの大

きな国を担っていかれるにあたって、年齢が 78

歳ということで、私と同じ年齢です。このクラブ

でも一番年上で、若い皆さん方のお話を聞いてい

ればいいかなと思っていましたが、少し頑張らな

くちゃという気持ちになっております。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員卓話  

西迫洋美会員 
 

 皆さんに私の事を知って頂こうと思いまして、

自己紹介的なお話をしたいと思います。 

 私の主人は広島県の出身です。西迫という名前

は、以前子供が昔の厚い電話帳を見ました時に、

相模原市では我が家の他にもう 1 件で、2件だけ

でした。広島に行った時に電話帳を見ましたら、

西迫という名前がずらーっとあったそうです。 

 私の旧姓は大塚と申します。私の父は中野町の

生まれで、小学校の時にクラスの半分以上が大塚

姓だったと言っていました。津久井クラブの大塚

さんとも繋がりがあったのではないかという話

もした事がありました。 

 私の父は横浜国立大学を出まして、長年中野町

の中学校の教諭をしていまして、32歳で校長にな

ったという事です。私が出した本がありまして、

この表紙は孫が描いたもので、これが自慢です。 

 この本の内容で一つお話ししますと、今は県立

とか国立などと言いますが、昔は組合立だったそ

うで、父は組合立津久井高等女学校の校長をして

いました。しかし、まだ国や県に認められていな

かったため、経営が大変だったようです。そして

県に移行されるにあたり、県の文教委員長の話し

たところ、話に乗ってこなかったとのことで「津

久井で唯一の後期中学校であり、もし廃校になれ

ば津久井は永久に後期中等学校の場を失い、教育

の機会均等の枠外に置かれるのである。この学校

の経営にあたり、自分としては県立高校昇格の問

題に全精力を注ぐ」とあります。この学校は津久

井高校のことです。 

 今は津久井から橋本や八王子などに車で簡単

に行けます。でも当時は裕福な家庭のお子さんな

ら東京などに下宿して、学校に行くことができま

したが、普通の家庭のお子さんはそれができませ

んでした。戦後ですから教育改革がありまして、

中学校が高校に移行したのですが、津久井は学校

が無いということで、津久井高校を 

作ろうという事に尽力した話がこの本に載って

います。 

 この前、佐藤尚史会員が津久井の未来につい 

てお話されましたが、昔の津久井のことを知っ 

た上で、また津久井のことを考えて頂ければ随分

違うのではないかと思います。 

私の母は城山の出身です。小儀家が 3件ぐらい 

ありますが、実家は小儀になります。 

  



 

 

 

 

スマイル報告 井上 旭委員長 

 

会 水野 茂委員長 

 

津久井中央 RC 

 水野 茂会員  今日は西迫会員の卓話ありがとうございました。 

小川洋一会員  今日は何もないです。楽しい事ないかなー！ 

田畑和久会員  水野会長のあいさつも板についてきましたね。少年野球の閉会式もビシッと決め

て下さい。西迫会員、卓話ありがとうございました。ファミリーヒストリーの一

部をお話しいただき、おもしろく聞かせていただきました。 

高橋幸一会員  西迫さん、卓話ありがとうございました。練馬のバリアフリー工事、無事完了い

たしました。ホッとしたような、少し淋しいような…。なんとか年を越せそうな

のでスマイルします。 

池田豊文会員  今日、会社の柏の木を植木屋さんに剪定してもらっています。気が付いたらすご

く大きくなっていました。風通しが良くなりそうで良かったです。 

杉本信一会員  会社のドウダンつつじが真っ赤になり、きれいな駐車場になりました。ニシキコ

イが太りすぎて、ただ今ダイエットしております。 

本田泰章会員  これからの繁忙期に向け、今日ベトナムから 1名社員が戻ってきます。会社合流に

はまだ 2週間かかりますが。来年は求人も考えているので、そろそろ就業規則を作

ろうかと検討中。 

山﨑和彦会員  寒くなってきましたね。コロナやバイデン、又、坂本の 2000 本安打もありました

が、昔みたいな感動とか高揚感が薄れてきています。 

沼崎善充会員  最近は毎日PCの前の生活、キーボードの字が消えてきました。メールは毎日Go To

トラベル事務局と神奈川県民割事務局からのみ、ストレスがMAX。何故か一人で

しゃべっている事が多い毎日です。早く水野会長、小川幹事みたいに幸せになり

たいです。ソウルに行きたい～。 

小山里枝会員  天気予報はしばらく晴れですが、寒いです。もうすぐ 15才になる我が家の犬は、

近頃耳がだいぶ遠くなったようです。「お座り」と言っても座りません、が！ごほ

うびをもらう時は直ぐに座ります。『目指せ老衰、ピンピンコロリだからね!!』と

躾ております。人間と同じです。西迫会員、楽しい卓話をありがとうございまし

た。有難く拝聴しました。 

山口八重子会員 今日は寒いですね。今までの夏の暑さの耐えられなさを忘れてしまいます。つく

づく自分勝手なものだと思います。 

具 尚禮会員  10 月昨年より 3 割以上の売り上げがありました。相模原の 39 キャンペーンのお

かげだと思っています。本日の朝のニュースでコロナが増えている事からなぜか

罪悪感を感じました。神奈川県のキャンペーンでこの先も少しだけ心配してます。 

所谷 弘会員  LINEで使えるGo Toイートかながわの電子クーポン買ってみました。1万で2,500

円お得で、使用方法も簡単でなかなか良いです。                                      

西迫洋美会員  卓話で心臓ドキドキ、終ってホットしたところでスマイル。 

吉野賢治会員  めっきり寒くなりましたね！今年は寒さが長いんですかね！今月末、沼崎の紹介

で Go Toの旅行に行きます。良い天気を期待します。 

井上 旭会員  高橋君、先日の少年野球ご苦労様でした。西迫さん、卓話の中で文章を作られた

ようですが、是非拝読したいものです。 昨日朝日新聞の朝刊に会社が載り、コロ

ナ禍の中、世の中暗いニュースと心が晴れない日々の中、明るいニュースでいい

ねって、多くの方からメールを頂き感謝です。うれしくてスマイルします。 

 

 

 


