
２０１０年２月第３週号 

第２２５６回 
平成２２年２月１９日(金) 点鐘１２：３０〈曇り〉     

 

＊ロータリーソング  『手に手つないで』 

＊四つのテスト  ～言行はこれに照らしてから～ 

１．真実か どうか      ２．みんなに公平か 

３．好意と友情を深めるか  

４．みんなのためになるか どうか 

＊お客様紹介 

  本日のｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ／ 江幡 清子様 

 

≪会長挨拶及び報告≫       寺澤 一良会長 

◆先週の例会の翌日、北原会員から当クラブのホーム

ページが読めないと言う電話を頂きました。確かに画像

を開く為には新しいバージョンの画像処理のプログラム

が必要であり、常識としては、そのプログラムは無料で配

信されていますから、皆さんもインターネットを開設され

ていれば、当然インストールされていると思うのは、私に

は常識だと思うことも間違いではないと思いますが、必要

がなければ古いバージョンのままであることも常識だと、

北原さんに無言で教わりました。早速ホームページを作

った人に連絡して、週報のページと会員名簿のページ

の目に付くところにアクロバットリーダー取得用のアイコ

ンを移動させて頂きました。 

又、今日の例会で出井会員から、ホームページを見よ

うと思ったら URL が解らないので「千葉南ロータリークラ

ブ」では検索できないと言われました。 

当分の間 http://www.chiba-minami-rc.org で検索して

お気に入りに登録してご覧頂きたいと思います。 

これは、何れも私の常識が非常識だったと言う一例で

した。 

◆先日、米山奨学生の件で地区から詳細の通知が届き、

この内容についてカウンセラーをお願いする斎藤国際

奉仕委員長に報告をお願いする予定でしたが、本日お

休みのようですので私から簡単にお話しさせて頂きます。

当クラブが世話クラブでお預かりする米山奨学生の名前

は、「チン ジュエン ティ タイン」といい、ベトナム出身で

２６歳の千葉大学博士課程２年の女子学生です。            

４月からスタートする新規及び継続奨学生の２７９０地

区は２３名ですが、全体では１，５５０名の応募に対して６

４８名の合格が決まったそうです。その内訳は博士課程

１４６名・修士課程３３０名・学部課程１４７名・クラブ支援

奨学金９名・地区奨励奨学金１６名とのことです。国籍地

域別では中国５２．３%（前年度４８．３%）・韓国１５．３%（前

年度１３．８%）・台湾５．５%（前年度６．３%）・その他２６．９%

（前年度３１．７%）です。中国・韓国籍の学生が増えたの

は、今年度から同国の学部生にも応募資格を与えたこと

によるものだそうです。 

◆地区のＷＣＳ委員会から、２７９０地区の国際奉仕セミ

ナー（昨年９月１０日開催）で説明があったようですが、各

国からの協力要請に対して、厳選して協力するための資

金のご協力をお願い致します。本件は３月５日の理事会

の議題としますが、地区の締切り日の３月１日には間に

合いませんので事後処理でお願い致します。 

◆次に１月８日の理事・役員会及びクラブ協議会でロー

タリー情報委員会にお願いしました「ロータリーの友」か

らのアンケート依頼に関しましては、同委員会のご協力

により、２月１２日に行なわれたゾーン別会議においてア

ンケート結果報告が出来たとのことで、地区委員からお

礼のメールが届いております。尚、アンケートの回収率

は９５%という高率だったと報告されておりました。 

以上、ご報告致します。 有難うございました。 

 

≪委員会報告≫ 

出席委員会より (北原俊彦委員長) 

２００９-２０１０年度上期出席報告 

 皆出席の方は、１９名いらっしゃいます。後ほど記念品

を差し上げたいと思います。 

 

≪ニコニコボックス報告≫ 

☆寺澤 一良会員・五十嵐 博章会員 

江幡清子様、ようこそいらっしゃいました。卓話を楽し

みにしております。宜しくお願い致します。 

☆向後 保雄会員 

しばらく欠席が続き、申し訳ございません。３月２０日

(土)は、私の市政報告会があります。当クラブからも出席
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のお返事を頂いておりますこと、誠に有難うございます。

まだ着席に余裕がありますので、ご都合の良い方は、是

非ご出席下さい。 

☆竹尾 白会員 

ニコニコボックスの用紙が新しくなり、春らしいデザイン

に・・・思わず書いてしまいました。 皆さんもどうぞ！ 

 

 

≪出席報告 (会員数４３名)≫ 

 

出席者数 ３４ 欠席者数 ９ ﾋﾞｼﾞﾀｰ  １ 修正出席率 100％ 

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい 

 

 

 

＊＊本日の卓話＊＊ 

 

演 題…『人生の本番は還暦から』 

卓話者… 江幡 清子様 

 

このような席に声を掛けて頂き、関

係者の皆様に心から感謝申し上げま

す。私は公務員だったのですが、ロータリークラブとはあ

まり縁がなく、組合の集まりで話すような感覚でお引き受

けしました。無謀というか大胆と言うか、（大変なことを引

き受けたというのは）後で知ったわけですが、お断りする

機会を逸したということで、お許し頂きたいと思います。 

これだけの皆さんの時間を３０分も頂くわけですから、

一生懸命話をさせて頂きます。 

私はもう還暦を過ぎて、もうじき６１歳になります。生ま

れは香取郡多古町というところで、ＪＲの成田駅や佐原駅

からいずれもバスで１時間くらいかかり、さらにバス停か

ら１５分も歩く、日本昔話に出てくるようなところで育ちま

した。その後、就職するなら佐原女子高校ということで入

学したのですが、入学式の時、校長先生が「うちは良妻

賢母を育成する学校です」と言ったので、えーっと思い

ました。３年間で大分その教育方針に影響されて、素直

と言うか従順と言うか、そんな風になりましたが、高度成

長真っ只中の昭和４２年に千葉県庁に入りました。 

民間会社の方が給料が高いのは知っていまして、高

校の仲間から「なんで公務員なんかになるの？」と聞か

れましたが、両親の勧めもあり、つぶれる心配がないとい

うことで公務員になったわけです。ただ、今の大変な不

況の中で県の不正経理問題が出まして、私個人は当事

者ではないのですが、本当に申し訳ないと思っています。

私も管理職手当てをもらっておりましたので、先日、１２

万円を振り込んできました。 

つぶれることはない県庁ですが、それなりに人員は減

らされて仕事は難しくなる一方で、精神疾患の人は格段

に増えています。それから、昔はお金のことを口にする

のははしたないという風潮でしたが、今は退職金とか年

金の話で老後に不安を持っている人たちが大勢います。

私も不安を持ってはいますが、少しだけ落ち着いていら

れるのです。その理由について、今からお話したいと思

います。 

県庁には４２年間勤めていましたが、その間、家を３回

建てました。私の異業種交流の場はお稽古事だったん

ですが、友達の一言がきっかけでそれを実行に移したら

そうなってしまったということです。 

一番初めに入ったところは総務部文書課というところ

で、和文タイプの係で朝から晩まで打っていました。不

満に思う人もいましたが、私は県庁という組織もよくわか

らず農協の大きなところかな、という程度でしたので、仕

事の中身について不満はありませんでした。そして、だ

れそれは美人だとか、美人がどこどこにいるとか、そんな

話が多かったので、県庁というところは美人が評価させる

ところなんだ、器量良しに生まれた人はいいなあ、と思っ

たものでした。生まれついての顔は変えられませんから、

どうしたら女性として美しくなるか、そんなことを考えてい

ました。当時、福祉協議会でやっている「月遅れの本」と

いう雑誌を安く買える制度があり、婦人画報などを購読し

ていましたら、その中に楠本憲吉さんだと思うんですが、

「美しい女性とは、知性と雅性と安定性を備えた人である」

と書いてあり、顔立ちとかスタイルとかは書かれていなか

ったので、非常に共感した覚えがあります。そして、雅性

はお稽古事によって身につくとありましたので、お琴の

先生を探して習い始めました。最初は昭和４４年から成

田の山田流の先生についていたのですが、昭和４６年に

千葉の生田流の先生につきました。日本の家元制度と

いうのは、物凄くお金がかかるもので、月謝以外にもな

んだかんだとお金がかかりました。それでその事を話し

たら、その当時、一緒に習っていたお金持ちのお嬢さん

から、「もらった給料の中でなんとかしようとするだけで、

稼ぐことを考えていない」と言われて、稼ぐという発想は

公務員にはなかったのでびっくりしました。 

そのうち昭和６０年に男女雇用機会均等法が公布さ

れ、女性も男性と同じように働かなければならないという

ことになりました。それまでは雑用というか、そんなに難し

い仕事をやっていませんでしたので、お稽古事はたっぷ

りできました。そこでお琴のお稽古を止めることにしたの

ですが、今までお稽古事につぎ込んでいたお金を何に

使おうか、そうだ、家を買おうと思いました。ローンが払え

るような額をそれまで払っていたわけです。 

昭和６２年暮れには地震がありまして、１ＤＫの公団住

宅の中ががちゃがちゃになり、よし、来年になったら買お

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 5,000 円 累計 614,314 円 

金の箱   600 円 累計 23,285 円 

千葉ＲＣ 月 3/8・29 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 2/23・3/2・9 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 3/16・30 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 3/24・31 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 2/24 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 3/4 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 2/25 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



うということで、翌年１月４日に住宅情報を買いましたら、

五井駅から８００ｍ離れたところに開発された土地が売り

出されていて、平均価格が３０００万円で、一番安いのが

２９１５万円でした。４回くらい行ってみましたら気に入っ

てしまい、私はお琴にお金を使い果たしていて貯蓄もあ

りませんでしたから、一番安いところということで申し込み

ました。抽選に外れてしまったのですが、その一番安い

ところがキャンセルされ、キャンセル待ちの５名の抽選で

私が当たったと電話が来ました。翌日、私は（申込金の）

１０万円を持って飛ぶように届けに行った覚えがあります。

住んでみますと、庭の草木がすぐ伸びて大変で、両親が

年に２回泊りがけで草刈に来てくれました。 

その後、平成８年に君津支庁の出納係長をやってい

た時、年金に詳しい女性の部下がいまして、その人から

年金の金額を教えてもらったのですが、想像したよりず

っと少ない金額でした。物凄く偉くならないと、想像した

額はもらえないとも言われました。 

それで私は老後どうしたら良いのだろう、と毎日考える

ようになりました。そして平成１０年になって、ご主人が不

動産屋をやっている友人がいまして、県庁から歩いて５

分のところに２２坪の土地があるんだけど買わないか、と

いう話がありました。最初は無理だと思いましたが、２２坪

だったら庭も作れないから草取りをしなくて済むし、退職

後にそこでお店をやっても良いしと考え直し、そこを買う

ことにしました。幸い五井の家は、買った額よりちょっと高

い値で売れました。 

そしてその２２坪に櫓のような家を建てて、一階は３台

用の駐車場で２台は貸して、ということで、昔言われた

「稼ぐ」ということを実践する始まりになりました。４月に引

っ越してみると、すぐにそこに千葉県警が建つということ

で公共用地に引っ掛かってしまいました。買った値段が

いくらであろうと、公示価格で土地代を計算しての補償

代ですから、新築は損だとか不利だとか言われました。

用地交渉員の方は原価償却を算入する、今まで良い思

いをしていたんだから、と言われて怒ってしまい、絶対動

かないと言って頑張りました。 

でも、県の職員だし迷惑もかけてはいけないし、と言う

わけで動くことにしましたが、そのときには回りは全部引

っ越してしまい、一軒家になって県庁から丸見えになり、

衝立を作ってもらったほどです。移転先は候補地の中か

ら選ぶことになりましたが、登戸の３３坪を選びました。ロ

ーンは目一杯組んで、足りない分は共済組合から借りて、

最初から１階にテナントを入れることにしました。はらはら

していたのですが、美容室が入ってくれて、それが私の

精神衛生上落ち着いていられる要因になりまして、今に

至っております。 

そういうわけで、苦労もしましたし、県庁の仕事もちゃ

んとしなければなりませんでしたので、慢性疲労症候群

に罹ってしまい、ずっと漢方を飲んでいましたが、やっと

少し元気になりました。でも思い返すと私一人の努力で

はなく、お金を借りられたのも県に勤めているというバッ

クがあったからこそかもしれない、とか色々思うことがあり

ました。私の最後の職場は、堂本知事が力を入れていた

男女共同参画課の出先機関の共済センター東葛飾セン

ターの所長でした。そこに相談に来る方々は、ＤＶの被

害者であったりして、女性に経済力があったならば、と思

う方々が大勢いました。そこでようやく、自分はお金には

恵まれていたのかなあ、と思えるようになりました。私は

人様より遅くて、６０歳過ぎにようやくそのことに気づいた

ということです。商売をなさっている方々はもっと早く気が

つくのですが、ああ遅かったなあ、ようやく一人前になっ

たかなあと思い、そういう意味で今後は人様のことを考え

る人生が始まるということで、今回は「人生の本番は還暦

から」というお題でお話をさせて頂きました。 

中身のないお話でしたが、ご清聴ありがとうございまし

た。                     (文責  高橋 朗) 
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ナイジェリアのポリオ撲滅活動が大きく進展 

 

民族音楽家のダン・マラヤ・ジョス氏は４０年以上にわ

たり、幅広い社会問題について歌を通じてナイジェリア

の人々に訴えかけてきました。これまでに１，０００曲以上、

１５０枚のアルバムをリリースしたジョス氏が１月、同国に

おけるポリオ撲滅活動親善大使としてロータリーに抜擢

されました。 

ジョス氏は、国際ロータリーの公共奉仕広告キャンペ

ーン「ポリオはあと少しで撲滅できます」の地域版を３本

収録。歌を通じての呼びかけなどを行った結果、１月３０

日～２月２日に同国で開催された全国予防接種プラス

デーでは４，０００万人以上の子どもたちに予防接種がで

きました。 

ポリオ常在国の一つナイジェリアで、２００９年は前年と

比べ、ポリオ発症件数が５０％も抑えられました。８月から

の報告件数はわずか１３件です。なお、今回の接種では

初めて、この地域に根強く残る第１種と第３種の両方に

効果がある二価経口ワクチンが使用されました。 

 

 

 

 

第２２５７回例会 

日  時⇒ 平成２２年２月２６日(金) 点鐘１２：３０ 

演  題⇒ 『魅力再発見！ 

千葉市のシティセールスについて』 

卓話者⇒ 千葉市企画調整局シティセールス推進室 

室長  湊  信幸様 

第２２５８回例会 

日  時⇒ 平成２２年３月５日(金) 点鐘 12：30 

演  題⇒ 『スポーツとお金』 

卓話者⇒ ㈱ＮＨＫグローバルメディアサービス 

         ＮＨＫニュース＆スポーツ編集責任者 

         海老名 徳雪様 

 


