
 国際ロータリー第２７９０地区 

ＴＨＥ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ ＯＦ ＣＨＩＢＡ ＳＯＵＴＨ 

〔創 立〕１９６４年３月２日   〔例会日〕毎・金曜日１２時３０分   〔例会場〕オークラ千葉ホテル 

〔会 長〕斎藤 昌雄      〔幹 事〕植松 省自        〔会報委員長〕 永安 重治    

〔事務局〕 〒260-0027 千葉市中央区新田町１２-１ トーシン千葉ビル７階 （☎０４３-２４５-３２０４） 

 

第２４１４回 

平成２５年８月２日（金）点鐘１２：３０ ≪曇り≫ 

◇国歌斉唱    『君が代』 
◇ロータリーソング『奉仕の理想』 
◇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                   
・千葉西ＲＣ／内貴 洲平様 

・新千葉ＲＣ／大原 保人様 

・社会福祉法人「槇の実会」 常務理事・藤崎 明様 

  専務・所 輝雄様  ひかり学園園長・武藤 直樹様 

・ロータリー米山奨学生／トゥルムハドゥール・ウーレンさん 

◆会長挨拶及び報告               
理事・役員会報告 

 １．入会候補者について  飯嶋氏、承認される。 

 ２．千葉南ＲＣ・細則について 承認される。 

 ３．職業分類改訂について  承認される。 

 ４．創立５０周年記念親睦旅行について 

 ５．日韓親善会議について 

 ６．７/２６ 懇親夜例会会計報告 承認される。 

◆ご挨拶                    
社会福祉法人「槇の実会」 常務理事 藤崎 明様 

 皆様こんにちは。今日は、最近出来たパンフレットをお

持ちしました。その中に千葉南ＲＣさんから創立４０周年

記念事業でトラクターをご寄附頂いたこと、また、５０周年

記念事業として食堂用のテーブル一式をご寄附頂いた

ことが載っております。ひかり学園は、７月に２０周年を迎

え、食堂等も修繕し、戴いたテーブルを使わせていただ

いております。有難うございます。 

 今年も多古米と野菜を作らせて頂きますので、是非、

ご協力くださいますようお願い申し上げます。 

また、多古で毎年行われている生き生きフェスタでの

チャリティーバザーへのご協力も宜しくお願い致します。 

◆委員会報告                  
出席委員会より （花澤 衛委員長） 
 2012-2013 年度下期分出席報告 

会員増強委員会より （北原俊彦委員長） 

 特別会員増強委員会について 

日韓親善会議参加について （寺澤一良会員） 

 １０月１８日(金)～２０日（日） 

 大勢のご参加、宜しくお願いします。 
◆８月度会員誕生日祝い・結婚記念日祝い         

 【誕生日お祝い】 

江沢 一男会員、小林  透会員 

 【結婚記念お祝い】 

  酒井 秀大会員、寺澤 一良会員 

◆ニコニコボックス報告             
≪大原 保人様≫ 

ベイサイドジャズを宜しくお願いします。 

≪斎藤 昌雄会長・植松 省自幹事≫ 

ひかり学園の皆様、ようこそいらっしゃいました。今年

度も宜しくお願い申し上げます。 

７月２６日の懇親夜例会は、突然の大雨のためにいろ

いろ大変でしたが、ご協力下さり有難うございました。 

また、親睦活動委員会の皆様、有難うございました。 

 

 

■出席報告 (会員数４２名)                    

 

出席者数３５ 欠席者数７ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ６ 修正出席率 ７８．５７％

 

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。 

 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 

7/26 ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ Fee

4,000 円 

168,000 円 

 

累計 251,000 円

金の箱 760 円 累計 2,078 円

千葉ＲＣ 月 8/12・8/26 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 8/13 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 8/13 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 8/14 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 8/28 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 8/15 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 8/15・8/29 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



 

 

本日の卓話 
  
演  題⇒ 「自己紹介」 
卓話者⇒ 水野 浩利会員 

 

私が生まれたのは、東京オリンピックの年です。 また、 

千葉南ロータリークラブが誕生した年に私は生まれまし

た。ですから、来年で私も５０歳になります。  

 生まれ育ったのは、蘇我駅西口徒歩３分のところです。 

結婚をするまでは、一度も蘇我を離れたことはありません

でした。  

 あまり、 勉強が好きではなかった私は、 高校・大学と

サーフィンに熱中をしていました。 この当時は、 夏はサ

ーフィン、冬はスキーと遊びのサークルが花盛りの時代

でしたが、 私は、 年間を通して海に入っていました。  

 サーフィンというスポーツは、 一度道具を揃えてしまう

と、 ゴルフなどとは違って、後はあまりお金のかからない

スポーツでした。 練習場使用料・コース代は無料、 ボ

ール代はかからない、ウェアー代もかからない・・・。  

 貧乏学生には、もってこいの楽しいスポーツでした。  

 前日の夜から海に行って、車の中で寝て朝一番で波

に乗り、学校や会社に行っていた時期もありました。  

 親父には、「海乞食だな！」 なんて言われたこともあり

ました。  

 そんなお金のかからないスポーツでも、年に一度、大

金が必要なイベントがありました。 それは、大学の春休

みにサーフチームの合宿で、１０日間位毎年バリ島にサ

ーフィンに行くというものでした。 バリの波が日本の波と

はまったく違い、下手くそな私でも乗り易くとても楽しい

経験の出来る波でした。  

 ただ、 それに向けては、我が家の環境では、「ぽ～ん」 

と旅費を戴けるほどハイクラスの生活ではなかった為、 

大学の休みのときには、バイトに明け暮れて、朝から都

内の倉庫で入出庫検品作業、夕方からはセブンイレブ

ンで２３時までレジの仕事をしていました。  

 バリ島での経験も大切な思い出ですが、その他のアル

バイトでの労働の思い出も今の私を形成している一部な

のだと思います。  

 いったい、いつ勉強をしていたのでしょうか・・・。 しか

しながら、無事、ストレートで大学は卒業させてもらいまし

た。  

 

次に会社の事をお話しさせていただきます。 会社は、

水野運輸株式会社という運送会社を蘇我駅から市原方

面に徒歩１０分位の千葉市中央区今井という場所で営

んでいます。  

 

【会社の歴史】 

 会社設立は昭和２６年です。今年で創立６２年を迎える

会社です。その後も、免許変更や増資などは行ってきま 

したが大きな部分で申し上げますと、 

昭和４０年：運輸・倉庫の共同事業の千葉市事業協同組

合設立(美浜区新港) 

 現在は、お菓子のオランダ屋さんに倉庫をご利用いた

だいたりしています。  

昭和４９年：損害保険代理店事業スタート 

昭和６２年：バス事業である、ミズノ興業設立 

 

ロータリークラブの皆様にも、多くのご利用を頂いてお

り、 ありがとうございます。  

 バス事業をなぜスタートさせたかと申しますと、昔の大

型免許には、二種免許がついてきていて、先代が共に

仕事をしてきてくれたトラック乗務員さんが、ある一定の

年齢が来て重い荷物が持てなくなった時の、再雇用先

をと考えて設立したものと聞いています。  

ただ、今現在の顧客サービスという部分では、旧トラッ

クの運転手さんでは、行き届かない部分があり、今現在

は、トラックの運転手さんから登用する流れは、歴史とと

もに薄れてきました。  

平成２０年：特定労働者派遣業をスタート 

 

 初代は、 水野半五郎と言う私の祖父が立ち上げた会

社です。 初めは、 畳屋を営んでいたと聞いています。 

その畳を荷車で運んでいたところ、戦後の復興で千葉に

川崎製鉄が作られました。 現在のＪＦＥスチールです。 

その、川崎製鉄の運搬の仕事などを始め運送事業に転

身したようです。  

「半五郎」・・・ 今では、なかなか無い豪快な名前です

よね。名前の通り、何事にも豪快で暴れん坊の方の様で

した。私が覚えている中では、柔道の講道館の師範で赤

白帯を持っていたこと。また、相撲取りと親交があり、年

に数度家に相撲取りが何人か来て、食事会や集合写真

を撮ったこと、社員で言うことを聞かない社員は、投げ飛

ばしていたこと等々…。   

 その様な雰囲気でしたので、祖父との会話で一番緊張

したのが、「おい、膝に乗ってテレビを見ろ」 と言われて、 

膝に座るのが非常に緊張したのを今でも覚えています。 

普通でしたら、祖父の膝の上に孫が乗ってテレビを見て

いる姿は、なんとも微笑ましいものですが、私の場合、 

悪いことをしたわけではないのですが、膝の上にいると

祖父との距離が近いので、愛の鉄拳が降り注いで来る

のでは… と、勝手に思っていました。  

 そして、二代目は皆様に大変お世話になりました、父 

謙一です。  

 父に関しましては、様々なイメージを皆様お持ちいた

だいていることと思いますので、思い出は美しくと申しま

すので、割愛させていただきます。  

 ただ父は、私の年の時には、ロータリークラブにお世話

になっていたようです。  

 そして、三代目が私ということになります。  

 三代目は、潰すとよく言いますので、皆様のご協力の

下、そのようなことが無いように頑張りたいと思っていま

す。  

このままでは、 つまらない私の生い立ちばかりで時間



が終わってしまいそうなので、運輸業界のことについて

のお話もさせて頂きます。  

【業界が抱えている問題点】 

・排ガス規制 

・地球温暖化 

・京都議定書 

 

燃料高騰 

皆様も、ご自分の乗用車や会社の車両に入れる際に、 

高くなってきたな～と感じられていらっしゃる経費です。 

航空会社の様に、オイルサーチャージですと言えば、必

ずお客様に支払っていただける業界とは違い、戴けるケ

ースと、逆に仕事を切られてしまうケースが存在します。  

労働時間問題  

運行時間ではなく、 終業時間に関して、道路渋滞、

荷待ち時間などによって、変動要素が多いためになかな

か規定通りに行かない。  

効率的・効果的な監査の実施 

平成２４年４月の関越自動車道で発生した高速ツアー

バスの重大事故を踏まえて、輸送の安全確保の観点か

ら自動車運送事業者における法令等も遵守状況を確認

する「監査」 について強化をされた。この規制後に、違

反が確認された場合、厳しい行政処分が下されるように

なりました。  

乗務員不足 

若年層が、車離れ＝免許を取得しない 

最近のトヨタの CM をご存知の方もいらっしゃると思い

ますが、アニメのドラえもんのキャラクターを真似た俳優

さんが、車の宣伝ではなく、免許を取ろうという CM を流

しているくらいに、若年層の免許取得離れは激しくなっ

ているようです。  

 

その他、 まだまだ山積みしているのですが、今の中

で、あまり新聞書面では出てこない、乗務員不足につい

てお話しをさせて頂きます。  

 当然少子高齢化ということもありますが、免許資格区分

が、平成１９年６月から変わりました。  

 

中型免許 

 （車両総重量 5 トン以上 11 トン未満の自動車等） の採

用です。過去は普通免許制度では、１８歳で免許証を取

れば、普通免許で４t 車まで乗れました。 ところが、免許

制度の変更に伴い、現在は、普通免許で２t 車 (ショー

ト) までしか乗れず、４t 車に乗れるようになるためには、 

２年経過後、再度試験を受けなくてはなりません。又、そ

の費用も約８万円位かかります。今までですと、普通免

許で４ｔ車で数年練習をしたのちに、大型免許を取得す

るというステップでした。 今後は、大型免許を取るまでの

間に、一段ステップが増えるような形になります。免許制

度による安全の確保と行政は考えているかもしれません

が、各会社とも安全管理にはそれなりに、費用と時間を

かけて取り組んでいる内容なのです。また、その管理を 

行っていない会社は、 行政から厳しい罰則も与えられ

るようになっています。  

この免許改正においては、必要性があるのか疑わし

い部分です。 ただでさえ、若年層の車離れ（免許の取

得離れ）が進んでいるうえに、 多くの時間と費用の発生

によって、人手不足が加速していくと考えられます。  

安全・安心輸送 

ＡからＢへの安全輸送は当たり前で、輸送に付加価値

を付ける時代と言われてはいますが、 「安全輸送」は、

とても大事で難しいことです。  

・従業員安全教育 

・出庫前・帰庫後のアルコールチェッカーを使用して

の点呼 

・デジタルタコグラフ（電子デジタル運行機）の装着 

・ドライブレコーダーの装着 

G マーク 

全国貨物自動車運送適正化事業実施機関である全

日本トラック協会では、 平成１５年７月から、利用者がよ

り安全性の高い事業者を選びやすくするとともに、事業

者全体の安全性向上に対する意識を高める為、事業者

の安全性を正当に評価し、認定し、公表する 「安全性

優良事業者」 認定制度 （G マーク認定制度） を実施し

ている。  

グリーン経営 

 グリーン経営認証は、 エコロジー・モビリティー財団が

認証機関となり、グリーン経営推進マニュアルに基づい

て一定のレベル以上の取組みを行っている事業者に対

して、 審査の上認証・登録を行うものです 

 

 本日は、 私の人生であったり、仕事であったり、会社

の歴史も含めて振り返る時間を頂いたことに感謝をし、 

私の卓話を終わらせていただきます。  

ご清聴ありがとうございました。 

  （文責 榊原 行彦会員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２４１５回例会 

日 時⇒ 平成２５年８月９日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 『寒川神社＜御浜下り＞について』 

寒川神社  宮司 粟飯原 順胤様 

第２４１６回例会 

 ＜ガバナー公式訪問＞  

日 時⇒ 平成２５年８月２３日(金) 点鐘１２：３０ 

  卓 話⇒ 『ガバナーご挨拶』 

国際ロータリー第２７９０地区 

          ガバナー 関口 徳雄様 



 

 

 

 

 

  ２０１３年８月４日(日) 

  ＜千葉市若葉区谷当町＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


