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黒澤 明男 会長
清水 泰男 委員
君が代
誕生日の歌

【会長挨拶】 黒澤 明男 会長

を含めた特別招待者、島田ガバナーなどロ
ータリー関係者、合計１３１名の参加者で
町田年度会長、越石３０周年実行委員長
はじめ会員の皆様にお世話になりました。
さて、本日のプログラムは、渡辺会員の自
己小伝です。待ちに待った話、どのような
語りなのか楽しみです。＜期待しておりま
す＞

５月２５日（土）、佐久グランドホテルで佐
久ロータリークラブさんの創立３５周年記念
式典があり、西川幹事と私が出席しました。
記念事業として、１０年前に２５周年記念事
【幹事報告】 西川 宏 幹事
業として立ち上げた「青少年啓発プロジェク
1. 2013 ロータリー世界平和フォーラム
ト」の関係で、佐久市へ青少年育成基金寄
広島委員長より協力礼状
贈、ロータリー財団への寄附、ひまわり保
2. 島田ガバナーより
育園、園舎建設資金贈呈、中沢大貴さん
ローターアクト年次大会礼状
技能オリンピック世界大会（於、ドイツ）出
場支援金、（中沢さんは過去、技能オリンピ
3. 駒ヶ根ＲＣより例会日変更について
ック２回金メダル獲得）そして、森山良子ト
7 月より月曜日から火曜日に変更
ークとソング実施でした。事業目録のプレ
4. 佐久保健事務所より薬物乱用防止
ゼンターはチャーターメンバーと準チャータ
「6.26 ヤング街頭キャンペーン」について
ーメンバーの会員が行い、イキな演出と計
日時 6 月 23 日（日）13:30～15:00
らいに感心しました。特に青少年啓発プロ
場所 イオンモール佐久平
ジェクトは１０年間継続して１００回以上開
5. 例会変更
催され、その３分の２は性教育とのことで、
佐久コスモスＲＣ
大変デリケートな課題を実践された事は敬
6 月 24 日（月）夜間例会の為 定刻受付あり
意を表するロータリー活動であると思いま
した。アトラクションは、森山良子さんによる
6. 週報
千曲川ＲＣ
透明感のある歌声と歌唱力をそしてトーク
で心が癒され、その後の祝賀会はコンパニ
本日の配布物
オンも加わり、和やかな中、大変盛り上が
週報 1186、1187 号、
り、ロータリーソング「手に手をつないで」の
ガバナー月信 12 号
唱和でお開きになりました。柳田佐久市長

【委員会報告】

◆ニコ BOX 清水 良英 委員

クラブ広報・情報委員会
矢島 栄一委員長
会員増強セミナーに参加して

掛川興太郎君
黒澤明男君
神津恭通君

◆誕生日祝
橋詰希望 君

小林秋生君

◆皆勤賞
湯本敏晴 君

（22）

橋詰希望君
前田博志君

橋詰希望 君

（22）

湯本敏晴君

職業奉仕の為、早退させてい
ただきます。
今月もよろしくお願いします。
会員増強委員会に倉庫協会の
総会の為、矢島栄一さんに出
席をして頂きました。本当にあ
りがとうございました。
先週のクラブ協議会を欠席しま
した。代理をお願いしました渡
辺（文）さん、清水（良）さん本
当にありがとうございました。
誕生日祝と皆勤賞ありがとうご
ざいました。
矢島さんありがとう！
皆勤賞、ありがとうございまし
た。

◆ラッキー賞
NO.１9

前田 博志 君

【本日のプログラム】

「自 己 小 伝」

渡辺 英世 会員

氏名 渡辺英世（旧姓 竹内えいせ）
生誕地 東御市海善寺 （旧 和村）
年齢 ６５歳 Ｓ２３年生まれ 弟４人 姉２人 兄
現在の家族 義母 妻 娘、息子（子供達は既婚）

東御市海善寺で誕生 父は当時の和村役場に勤
務 母は農業（養蚕、お米、ぶどう）栽培の兼業農
家の末っ子、姉とは１２歳離れた比較的恵まれた
家庭に育ちました。父は仕事柄真面目で世話好
き、母はおおらかで人寄せの好きな人でした。幼
少のころ犬を飼いたいと親の言いますと人が来な
くなるからダメと言われるように毎日誰かが訪問
してた覚えがありました。父は実兄と折り合いが
悪く母親と分家に出て苦労したようです。私は母
ちゃん子でしたが父が時々添え寝の時歌ってくれ
たのが早稲田大学の校歌 都の西北をでした。
苦労した為に夢を託したかったと思います。でも
私は勉強より遊びが大好き ですから普通高校
に行き終われば近くの自動車整備店で朝は新聞
配達、正月は郵便局で年賀状配達をしておりまし
た。よその集落の家の名前を覚えるのが好きでし
た。
卒業後は整備専門学校に２年間過ごし自動車整
備士をめざしました。その後長野トヨタ自動車に
入社整備士資格を取得後営業へ 昭和４６年にフ
ォークリフト部門に配属 当時はトヨタもリフト部門
に本格的に参入、でも長野県は５人の営業しかい
ない寄せ集めでした。初めて小諸にきて車両部門
に間借りしてのスタートでした。２３歳でしたので
先輩たちのカバン持ちと運転手をして地理と営業
を覚えました。辛かったのは営業の鉄則 歩け歩
けの為数ヶ月１日１００軒訪問でした。当時は煙
突のある工場、材木、石材屋が必ず使用するお
客でした。でも恐怖の１００軒訪問は自分に忍耐
を強くしたと思います。歳月が経ちますと毎月１～
２台くらいの販売ができました。営業は結果だけ
でしたので０台の時は会議などでは下をむいて過
ごしたことが思い出します。そんな時同年代の自
動車の営業マンとライバル意識をお互い持ち競
争心を作りました。

２９歳の時新人のころ１００軒訪問をし購入して頂
いた渡辺作意商店へ養子に入りました。渡辺の
父は温厚な人で家康的思考で 鳴くまで待とうで
５０歳まで好きな仕事をさせていただきました。こ
のころ業界でＮＯ１になるんだと強い意志をもちト
ヨタ自動車でフォークリフト累計販売１５００台を達
成すると殿堂入りに挑戦 １８年で達成 これを区
切りに家業に入りました。
身内また高齢社員との葛藤が始まりました。Ｂ型
の性格ですから新しいことは実行、言いたいこと
は遠慮なく言うので反発、反感を受けました。でも
ＮＯ１になりたい思いをだんだん理解してくれるよ
うになり誰ひとり退社しませんでした。たぶん父が
根回ししてたと思います。
社員も若手を入社させたり待遇改善したり，ＳＢＣ
ラジオＣＭを入れたり、やる気、意欲のある農家
の皆さんに講演会を開催したりしました。掛川会
長（ツルヤ）にも講師でお願い致しました。
弊社も１２名の社員 農業機械、肥料、米穀販売
の３本柱で事業をしておりますが高齢化のスピー
ドが速く農作業受託をせざるを得ません。近い将
来農業栽培分野にも進出すると思います。
米穀販売事業は県内、関東方面が主ですが昨年
は九州に販売することができました。今月台湾に
販売の為行きます。結果はともかく若手農業者の
励みになればと思います。
今年６５歳になりますが体力、気力がある限り自
分に挑戦します。
例会に出席が出来ませんがこのような場を与え
ていただきましたことに感謝いたします。

【出席報告】 前田 博志 委員
本 日 6 月 04 日
前々回 5 月 21 日

会員数
24
24

出席
22
22

M・U
事前（1）
事後（0）

欠席

出席率
91.67％
修正 91.67％

