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会長 染谷 義一 

 
皆さんこんにちは。ご参加いただきまし

た会員の皆様大変ありがとうございます。 
暗い話題が多い中、とても明るい話題が

入ってまいりました。埼玉栄高校出身であ
ります大栄翔関が幕内最高優勝をされまし
た。おまけに埼玉県出身者では初と言うこ
とで、大変嬉しい出来事でした。 
今日この会場に居るスタッフは荒井幹

事、岡部 SAA、十文字副幹事、緒方副
SAA、事務局さんです。緊急事態宣言中で
は大変ご苦労をお掛け致しますが２月末日
までご協力宜しくお願い致します。 
２度目の緊急事態宣言が発令されまし

て、二週間以上経ちましたが感染者数は高
止まりの状態です。会員の皆様に於かれま
しては日常生活おいて十分な感染対策をし

油断せずにお過ごしください。 
さて本日の例会主題ですが強瀬会員と苗

村会員のイニシエーションスピーチです。
このイニシエーションスピーチでお二人を
より一層身近に感じることが出来ると思い
ます。どうぞご傾聴いただければと思いま
す。 
また本日はクラブ協

議会でございます。本
年度がスタートして半
年が経ちましたので中
間決算のご説明をさせ
ていただきます。決算
書につきましては既に
ご送付させていただい
ておりますのでご覧になってください。 
対面が難しい大変厳しい環境下でありま

すが、どんな時でも会員皆様の関係維持に
努めてまいりたいと思っております。結び
つきを絶やすことのないよう努めてまいり
ますので、会員皆様に於かれましても、引
き続き、ご協力頂きますことをお願いし
て、会長挨拶とさせていただきます。 
本日の例会も宜しくお願い致します。 

 

 
 
 

会 長 挨 拶 
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幹事 荒井 理人 
皆さまこんにちは。幹事
報告を行います。 
今日で２回目の Zoom 例
会となります。不慣れな
設営で、お聞き苦しい点
や、改善点などのお気づ
きの点がございました

ら、私までご連絡ください。今日は、この
後、役員会が 13 時より Zoom 会議で行われ
ます。役員の方は、例会後も引き続きよろ
しくお願いいたします。 
次回例会案内です。来週の月曜日２月１日
12 時から Zoom にて行います。 
今日も、宜しくお願いします。 
 
 
 

Zoom 例会にご参加にあ
たってのお願いです。 
・表示名を「漢字フルネ
ーム」にご変更ください。 
出席確認をしています。 
・ニコニコは、例会終了
後１時間以内に事務局
までメールか FAX でお
知らせください。 

 
 
 
 
 
強瀬 憲治 会員 
 
1967 年（昭和 42 年）
10 月 20 日生まれ 
53 歳 
埼玉県深谷市（旧岡
部町）出身 
農家の長男（姉二人） 
熊谷高校→駿台予備
学校 大宮校舎→中
央大学 
 
私にとってゆかりのある人物 
武田信玄  
・山梨県大月に強瀬という地名 
・強瀬家は武田家の家来→岡部に住み着いた 
渋沢栄一 
 地元は深谷、曾祖父・祖父に縁 
吉田茂 
 昭和 42 年 10 月 20 日、亡くなった日が自分
の誕生日 

 
田畑で一人遊びしていた幼少期 
大人の中での生活 おじさん・おばさんが多
い 
野球少年 プロ野球選手名鑑を見ながら漢字
も学ぶ 
中学では県北大会で優勝、スカウトも 
熊谷高校 三年間で人生が変わる（影響を受
ける） 
大学で一人暮らし 
地元埼玉で恩返し、地元に貢献したい 
 
激動の金融業界（バブル崩壊・金融危機） 
平成 3 年（1991 年）協和埼玉銀行 深谷支店
入社 
平成 6 年（1994 年）同期入社の今の妻と結婚 
平成 6 年（1994 年）あさひ銀行 高崎支店
（不良債権処理に奔走） 
平成 7 年（1995 年）長女誕生 
平成 9 年（1997 年）あさひ銀行 戸田支店 
≪拓銀・山一證券破綻≫ 
平成 10 年（1998 年）次女誕生  
≪銀行に公的資金注入≫ 
平成 11 年（1999 年）あさひ銀行浦和東口支店
（命を懸けて当局対応） 
 
りそなショック 
平成 13 年（2001 年）あさひ銀行鷲宮支店 
平成 15 年（2003 年）埼玉りそな銀行発足と同
時にりそな国有化 
≪年収の大幅ダウン、ボーナスカット≫ 
平成 17 年（2005 年）埼玉りそな銀行 川口支
店 
平成 20 年（2008 年）埼玉りそな銀行 融資部 
平成 23 年（2011 年）埼玉県庁 企画財政部 
計画調整課出向 ≪東日本大震災後≫ 
平成 25 年（2013 年）埼玉りそな銀行 小鹿野
支店長（地域の名士となる） 
平成 27 年（2015 年）りそな銀行 東京中央支
店 営業三部長 
平成 31 年（2019 年）埼玉りそな銀行 大宮西
支店長 
 
銀行員生活の集大成である今、「地域の皆様の
お役に立てるように頑張ります。」 
 

お 願 い SAA 岡部 勉 
 

 

 

イニシエーションスピーチ 
 

 

 

幹 事 報 告 



 

 

 
苗村 康男 会員 
 
コロナが大流行し大

変な世情の中、皆様が
例会にご出席くださ
り、多くの方とお会い
し色々なお話が聞ける
ことを深く感謝申し上
げます。今年はコロナ
のワクチンに期待を
し、コロナが終息し早

く皆様とお食事やお酒などをいただきながら
お話できることを楽しみにしております。 
昨年、磯部温泉に行かれました皆様には大

変、ご迷惑とお騒がせをさせてしまい、誠に
申し訳ありませんでした。皆様をお騒がせさ
せてしまった事も笑っていただき宴会の席で
予定のない新人のご挨拶までさせていただ
き、恥ずかしかったです。が、皆様の温かさ
を感じ、この大宮西ロータリークラブなら頑
張っていけるかなと思いました。私は泊まら
ずに夜には帰宅してしまいましたが、今年の
親睦旅行では宿泊させていただき皆様とたく
さんお話ができればとおもいます。 

 
私は 10 代の頃から父のもとで塗装業を学び

ました。中学生の時には学校の休みの日には
父と一緒に現場に行きました。お小遣いを貰
えたので雑用をしながら、時にはペンキの調
合をしたり、刷毛とローラーを持ち塗装をし
ていました。 
父が塗ると、汚かった壁が綺麗になってい

くのを見て、父を魔法使いのように感じた事
を今でも覚えています。その時に私も魔法使
いになろうと思いました。 
その後高校には入学はしましたが、やはり

塗装の仕事がしたく高校を中退し父のもとで
仕事を始めました。私が 20 代前半前半にやっ
と現場を任せてもらえこれからという時に父
は病気で他界してしまいました。父が塗装の
仕事で私たち家族を養ってくれたことを感謝
し、父の遺志を継ぎ絶やす事のないよう頑張
ろうと思いました。 
当時は株価が大暴落し、まだ 20 代前半でし

たので、元請け様からの信用もなく、信頼を
得たい一心でがむしゃらに仕事をしてきまし
た。塗装の経験は 26 年になり弊社は創業 20 年
になります。 
弊社は、建築塗装で、主に外壁と、内壁等

の塗装を施工させて頂いております。私は国
家資格の技能検定で銀賞を受賞し建築塗装に
おいては自信を持ち塗装のお仕事をさせてい
ただいております。今後も少ない従業員では
ありますが、お客様に「ありがとう、綺麗に
なったよ」と言っていただけるよう、質が良
くお客様を笑顔にさせられる施工を社員とし

ていきたいと思います。 

 
私は妻と子供が４人います。 

・長女は 22 歳になります。１級のネイリスト
を専門学校で習得し、ネイルサロンに就職し
ていましたが、お客様の激減で退職しまし
た。いつかはお店を出したいみたいで今は自
宅でネイルの勉強をしています。 
・次女は 19 歳。保育士になるため専門大学に
入学し頑張っています。 
・三女は小学校４年生で「パパ、パパ」とパ
パッ子でめちゃくちゃ可愛過ぎます。 
・長男は、18 歳になります。今は私のもとで
働いております。 
私は子供たちのお陰で何事にも頑張ってこ

れた気がします。まだまだ末っ子が小さいの
で、これからも仕事も子育ても頑張っていか
ないといけない、ここでお会いできた皆様か
らの厚いご支援、ご指導をいただき社業に邁
進していく所存です。宜しくお願い申し上げ
ます。 
 
最後に。 
素晴らしい経営者の皆様がいるこの大宮西

ロータリークラブに身を置くことは、自分自
身を成長させるチャンスだと思って入会させ
ていただきました。 
来期には福田会長のもと副 SAA を仰せつか

りました。まだ１年目の未熟な私に大役を任
せていただきましたので、皆様に認めていた
だけるようより一層の努力をして参ります。 
どうか温かい目で見守って頂ければと思いま
す。今後とも宜しくお願い申し上げます。 
ご清聴ありがとうございました。 
 
 
 
 
荒井人幹事より中間決算についての報告が
ありました。詳細は、配布しました中間決
算書をご確認ください。 
 
 

 

クラブ協議会 



 

 

 
画像のほかにも Zoom で参加してくださった

皆様、ありがとうございました。 

 

 

ご 案 内 
 
川口モーニングロータリークラブの継続事
業「第 28 回アイメイト（盲導犬）寄贈チ
ャリティゴルフ大会」が開催されます。 
・日時   2021 年４月５日（月） 
・場所   プレステージカントリークラ

ブ栃木県栃木市梓町 455-1 
・参加費  7,000 円 
・プレー費 13,300 円（キャディー付） 

8,600 円（セルフプレー） 
※いずれも昼食代・税込み 

申し込み締め切りは、２月末日です。 
参加希望のかたは、お早めに、福田会員か
事務局までご連絡ください。 
 
 
 
 
 
 


