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ロータリー月間  １２月：疾病予防と治療    １月：職業奉仕 

 

11月 25日例会より  『 イニシェーション・スピーチ 』 
  
＜橋本義隆：会員＞ 

今年 2月に入会しました橋本義隆です。先ず、高

萩 RC に入会して Initiation Speech に際し感じた

ことを述べます。先日の第 1分区ガバナー補佐の日

立北 RC 茂木様の話にありましたように、ロータリ

アンは資産家の集まりで、”寄付”と”貯蓄”で生

活する。とのお話しを聴き、俺大丈夫？アルコール

をこよなく愛し、乙姫様と一緒に飲食できるところ

へも･･･、賭け事(競馬やカジノ)も･･･。”失格”

Death。だよなぁー。と思いました。 

また、11/8 やす

らぎの丘温泉病

院杯ゴルフコン

ペ に お 誘 い 頂

き、その時に 94

歳 の 青 木 洋 様

(日立中央 RC)

は、私の親父が

定年後お世話に

成り、社業をお手伝いさせて頂いた事を知りまし

た。何かのご縁を感じると共に俺も 90 歳を過ぎて

ゴルフや酒飲みが出来る健康を保ちたいと強く思

うことが出来る人に会えたことに感謝しました。 

その様な私は”Water Drinking Farmer”の三代

目。この様な Club に在籍して”罰が当たりません

かねぇ？”と思いつつ、今イニシエーション・スピ

ーチをします。皆さん”大丈夫ですか？” 

【生い立ちと幼少期：こころの相続】 

 さて、私は、お婆ちゃん子で”恩愛”を受けて育

ったようです。両親は”甘やかされて育てられてい

る” のを見て、将来を危惧していた。と大人にな

ってから聞かされました。 

確かに私自身、両親と一緒に寝た記憶がありません。

お袋は、婆さんに長男を取られ多様だった。と言って

おりました。ずっと、ばあちゃんと寝ていたように記

憶しています。その婆さんから人生における大切なこ

ころの相続を受けた気がします。 

祖母の名前は”タマ”です。タマは、”球”一点で接

する事から、私が勝手に”タマ語録をタマからの相続” 

と名付け、忘備録として書き留めてあるものを少し紹

介させて頂きます。 

①挨拶する、と約束は守る 

②元気と笑顔はロハ(只：無料)、常に、明るく元気に

前向きに 

③人生は盥の中の水(自分が幸せと感じたらそれを少

し分け与えなさい) 

④お天道様に挨拶したと思えば意地もやけねぇベ(挨

拶しても帰ってこない人が居ても、しっかり挨拶しな

い)⇒未だ未だ出来ていません。などです。 

 私は、生涯勉強しなきゃいけない(皆において行かれ

る)と、いつも思っています。生き方に”タマ婆(親父

方)さんと”徳を積めと”トク婆(お袋方)さんがいまし

た。 

【家を離れた 4年間：義隆・ブラシュ up】 

 この様に我が儘で自由闊達な幼少期から少年期を過

ごし、大学へ友達つくって遊んでこい!!昭和 50 年 4

月日本大学工学部土木工学科へ入学、麻雀・パチンコ、

漫画の読書が生活の主体。実験と語学は休まず出席。

国語・英語や歴史・現代史等の記憶主体の学問が嫌い

(地理・地学は好きでした)。で理工系の工学部に来た

のに、一般教養の国語国文(源氏物語)、経済学、哲学

などの単位を取得しなければならず、参ったなぁー。

苦労したことを覚えています。 
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その様な状況下において、印象に残っている出来

事が２つ有りました。その出来事は、後の人生に多

大なる影響を受けたと思っております。 

 一つは、大学一年の時です。麻雀をしていて”チ

ョンボ”をしました。それを指摘され”悔しい橋本

が居たのです”、その後、私は指摘した相手のケアレ

スミスを見つけ”チョンボだ・チョンボだ”と言い

ました。その相手は”しゃあねぇーな。橋本はガキ

だから”と言いながら

チョンボを認めたの

です。それを言ったこ

とに対する”恥ずかし

さ”やら”人間として

の小ささ”を感じまし

た。 

 もう一つは、大学 4

年の卒業研究で野外に出て実験をしている時、自動

車を運転し、水たまりの水を同級生に跳ねてかけて

しまったときです。” 西川悪い悪い”、相手は、”橋

本、大丈夫、洗えば直る”と、返されました。逆の

立場であれば、私は”西川、洗濯代よこせ!!”と言う

自分がいる。なんと寛大な気持ちを持った男だろ

う。”俺もこの様に寛大な気持ちを持てるようになろ

う”と思った次第です。寛大さは未だ成熟していま

せん。その二人とは、現在もお付き合いをしており、

その時の話をすると”覚えていない”とアッケラカ

ンとしていて、俺、橋本のノートで単位取れたとか、

俺は学生の時”その様な感受性を持っていなかった”

とか。心に栄養を補給できた 4 年間で有り、宝物を

得た 4 年間でした。 

【社会人スタートから現在： 

仕事と遊びの師匠との出会い】 

 昭和 54 年の頃は就職難でした。就職は、学部長

推薦の全国区建設会社を頂きましたが、気乗りしな

いことと婆ちゃんに嫁やひ孫を見せてやれればなぁ

ーと漠然と考えて居たことを覚えています。ゴルフ

練習場に行った帰り、現在の会社の看板を見て”来

春、日大の土木を卒業するものですが、貴社は採用

していますか？”軽く面談し、採用が決定しました。

兎に角、仕事を早く覚え、技術を身につけ、資格を

取得して”独立する”との信念で頑張った 20 代。

受験に必要な科目以外嫌いで通してきましたので、

その付けが社会人になってから”倍返し”できまし

た。報告書を書くのに文章構成能力の希薄さ、国語

力が兎に角足りないことに愕然、親父に”国語は大

切だぞ!!”を思い出し、勉強しました。社会人になっ

て痛感したことは、学生時代嫌いな科目が大切で有

り、人間として・人として”学問はバランスが大切”

だと思うようになった次第です。ですから、今まで

に自分に不足していた、芸術・文化、歴史(近代史)、

政治経済、倫理道徳、哲学等、ありとあらゆるもの

に興味を持つようにして貪欲に習得しようとしてい

ます。また、社会人になって、人生の方向性を照ら

して下さった師匠と言える 2 人の人に会いました。 

1 人は、”仕事の師匠”この人は下館に在住、私の仕

事の礎を築いてくれた人です。”技術とは、老若男女

に話をして理解して頂けるような説明が出来ること

が真の技術者である”Example：液状化現象(月曜日

の朝、運動場で朝礼) 満州の大学を卒業して学校

(日立工業)の先生、関本炭礦、独立 etc、厳しくも優

しい人でした。 

  もう 1 人は”遊びの師匠”仕事でお付き合いを

させて頂き、石原裕次郎似、粋で格好良く 

 気っぷも良かった人です。”橋本なぁ、情報はなぁ、

情報を持っている人に情報が入る。その情報を得る

には、高萩では高萩市内の情報、日立では県北の情

報、水戸は茨城県内の情報が集まってくる”と言っ

て、良く水戸に連れて行ってくれました。また、”橋

本の会社は県内全域をカバーするのであれば、水戸

に２～3 件のお店のママを知らないとかっこ悪い

ぞ!!”と教えてくれました。その言い付けを守って現

在進行形で”夜な夜な乙姫様の居る”ところへ通っ

ています。ロータリアン失格ですね。 

  30代40代は、技術は元より営業と経理の勉強。

バブルからバブル崩壊。茨建コン協会活動(同業他社

とのお付き合い)、採用活動、管理職から経営者もど

きへ。あれあれ、独立を考えていましたが、敵前逃

亡のような身分に？段々、経営やマネジメントが面

白いことに気づきはじめる 50 代。政・産・学・官

など、色々な業種・業態、階層の人達との交流が楽

しくなってきている昨今です。『こころの相続』を受

けて今日があります。経営が段々面白いと感じ始め

て来ております。 

【趣味・嗜好】 

 趣味は、国内外を問わず旅行、イエローバンド、

キリマンジャロや大地溝帯、ナイル川クルーズ、エ

ンジェルウォール、マチュピチュを見てみたい。他

にも色々世界中を駆け巡るために健康で強靱な肉体

を堅持したいと思っております。 

また、日本国内は、高知県だけ足を下ろしていない

ので早い内に”鰹のたたき”を喰らい四万十川の清

流下りと鮎の塩焼きを食べたいですね。全国の美味

しい肴とお酒、乙姫様を探す旅をしてみたいです。 

  それとゴルフ Play は、現在週一程度しています

が、中々上手になれませんが、新たな交流、気の合

うPlayerを探す事に主眼をおいてPlayしています。

そして、何処のゴルフ場でも良いので Hole in one

を一度してみたいですね。一緒に Play して下さるロ

ータリアン募集中です。宜しくお願いします。 

【結びに】 

“浮き世の義理”で高萩 Rotary に入会して９ヶ月

が経過しました。中々馴染みません。 



本日、この様な貴重な時間を頂き、つたないスピー

チを聞いて頂き有り難うございました。些少ではあ

りますが、私のひととなりをご理解頂けたら幸いで

す。今後とも、宜しくご指導ご鞭撻の程、お願い申

し上げ、結びの言葉に代えさせて頂きます。ご静聴、

有り難うございました。 

 

＜田所和雄：会長挨拶＞ 

皆さんこんにちは。秋も終わりに近づいて、師走

が間近になってきました。日曜日に、所用があり、

水戸の八幡宮に行っ

てきましたが、神社

では、神前結婚式が

行われており、七五

三の晴れ着を着た家

族連れも多く見受け

られました。季節感

のある行事は、なんとなく心が和む気がいたします。

年始には、初詣などがあり、開催の仕方が議論され

ていますが、季節の行事は、ソーシャルディスタン

スをとって、和やかに行われる事を願います。 

ここ数日、寒い日が続いています。風邪などひか

ぬよう、暖かくして、体調管理に気をつけましょう。 

今日の例会は、橋本義隆さんのイニシェーションス

ピーチです。橋本さんが当初から続けていた会社を、

大きく飛躍させたことに、関心を持っています。今

日のスピーチを楽しみにしていました。橋本さん、

よろしくお願いいたします。 

＜小森勇一：50 周年記念誌委員長＞ 

記念誌は最後の校正

が終わり今月中に 200

部が完成します。お楽し

みに。関係各位には今月

末に発送します。 

 

＜今川隆：会員＞ 

 秋山中学校に歯科検診に行って

きました。日立歯科医師会ではフ

ッ素洗浄を推進しています。 

 

＜大髙司郎：クラブ管理運営委員長＞ 

本日、第 49 回ロータリー研究会が初のオンラ

イン（Zoom）形式で開催、RI ホルガ―・クナー

ク会長はドイツからライブ出演しました。第 1 部

開始は 15 時～第 2 部終了は 21 時と長丁場です。 

 

 

 

 

 

 

          

          

          

   

 

 

 

 

 

【ニコニコ BOX】 

橋本義隆さん：本日、イニシエーションスピーチ担

当です。ハラハラ、ドキドキです。優しく見守って

下さい。 

鈴木啓志さん：橋本さんの卓話楽しみです。  

石君平さん：橋本さん、卓話楽しみにしています。  

田所和雄さん：橋本さんの卓話、楽しみです。宜し

くお願いします。  

鈴木直登さん：久しぶりの雨。きびしい社会情勢に

関係ないか？Goto 畑が一番だな。 

石平光さん：寒くなってきました。新型コロナ全国

的に蔓延してきました。ご自愛下さい。  

花園文熙さん：橋本会員の卓話楽しみにしてます。  

大河原浩さん：橋本さん、本日はよろしくお願いし

ます。  

大髙司郎さん：橋本義隆会員の卓話、とても楽しみ

です。頑張って下さい。 

今川隆さん：橋本さんの卓話、すごく楽しみで

す！！ 

小森勇一さん：橋本義隆さん、卓話ごくろうさまで

す。よろしくお願いいたします。 

鈴木国男さん、江尻寛さん、大平敏明さん、滝徳宗

さん 

本日計 １６，０００円 

累計 ３９２，０００円 

【ロータリー財団】 

本日計  １，０００円 

累計 ３８７，１６５円 

 

【ポリオプラス】 

本日計      ０円 

累計  ３５，６００円 

 

【米山記念奨学会】 

本日計      ０円   

累計 ２９０，０００円 

 


