
 

国際ロータリー第２７９０地区 
 

 

Be a gift to the world     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〕 伊藤 和夫      〔幹  事〕 石井 慎一          〔会報委員長〕 廻 辰一郎       

〔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） 

 

２０１５-２０１６年度 

第２５１３回 
平成２７年１０月２日（金）点鐘１２：３０ ≪晴れ≫ 

＊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                 

なし 

＊＊＊ 会長挨拶及び報告     伊藤 和夫会長 

無事入会式も終わりまして、早野さんが千葉南ロータ

リークラブの素晴らしい会員になりました。 

前回、新会員を紹介された吉田さんに、国際ロータリ

ーからブロンズバッチが届いております。国際ロータリー

では、会員増強に尽力されますとバッチが送られ、何回

も表彰される方は大きなバッチが送られます。 

実は、今日は、私が市原で作りました新米を皆さんに

お持ちしております。米作りも本当にやっています。真実

かどうか、というと真実です。そしてみんなに公平か、とい

うことで皆さんにお持ちしています。そういうことで友情を

深めて、少しでもみんなのためになろうということですの

で、皆さん忘れずにお持ち帰りください。刈り取ってから

稲架にかけ天日干しするのですが、今年は天候が不順

で風があったり雨がふったりして非常に苦労しました。そ

んな中で無事出来ましたので、皆さんご賞味ください。 

≪理事会報告≫ 

１． 入会候補者の件   

土屋文武氏⇒ 承認される。 

２． 新会員委員会所属の件 

早野友宏会員⇒ 国際奉仕委員会に所属 

３． 地区より、台風１８号による洪水被害への義捐金要

請について⇒ 予備費より捻出することに決定。 

 

 

４． 社会奉仕委員会より、「ひかり学園」のバザー協力の件 

社会奉仕活動の一環として、「ひかり学園」の支援

ということで、１１/２２（日）に開催される多古町の「い

きいきフェスタＴＡＫＯ」でのバザーへのご協力をお

願いしたいと思います。詳細につきましては、次週の

例会で、社会奉仕委員会より説明があります。 

また、「ひかり学園」の農作物購入につきましては、

例年通り今年もご協力をお願い致します。 

 

◇私も参加しましたＲＬＩというロータリーの勉強会が

ありますが、次期会長、幹事をなさる方は是非、ご参

加いただきたいと思います。 

また、入会して３年未満の会員の勉強会「新会員

研修セミナー」が１２日に開催されます。当クラブから

は６名の方が出席されます。 

 

◇今月は、「地域経済と米山月間」です。卓上の米

山の冊子をご覧ください。 

米山は、寄付が集まりませんと活動ができません。

本年度の活動計画書にも８０万円の予算が組まれて

おりますので、皆さんからの貴重なご寄附をお待ち

しております。 

 

◇１１月２０日（金）にガバナー公式訪問が予定され

ています。その２週間前の１１月６日（金）の例会にガ

バナー補佐訪問があります。この時はクラブ協議会

ということで皆さんに色々話し合っていただきます。  

１１月２０日（金）のガバナー公式訪問では、櫻木ガ

バナーに卓話をしていただき、１３時４０分からクラブ

協議会を行い、皆さんに話し合っていただきます。

その時には活動計画書を忘れないようにご持参くだ

さいますようお願い致します。 

 

◇本日の卓話は劉さんの予定でしたが、急遽、花澤

衛会員にお願いすることになりました。よろしくお願

いいたします。 

 

 

 

 

 



＊＊＊入会式                   

早野 友宏会員 （早野商事㈱ 波奈グループ会長） 

   ＜紹介者：吉田裕成、植松省自、伊藤和夫 会員＞ 

 

吉田先輩から過分なご紹介を受けました早野友宏で

ございます。よろしくお願いいたします。私はロータリー

歴は３０数年ですが、この何年間は出席免除ということで

ほとんどロータリー活動をやっておりません。それゆえに

どんなスタイルでロータリー活動を行っていたのかな、と

ここに参りまして、緊張とともに懐かしさを感じております。

館山ロータリークラブの方は、かみさんが商売をやって

おります関係で入会しておりますので、二人所属するこ

とはないなということで、私は辞めました。その後、どうし

ようかな、どこかに入らせていただこうかな、と考えている

ときに、吉田大先輩の「千葉のロータリークラブの NO.1

は、千葉南に決まっているじゃないか」という鶴の一声で

入会させていただくことになりました。 

本当に素晴らしいクラブに入れたと思っておりますの

で、これからも頑張って皆さんとお付き合いさせていただ

きたいと思っております。 

本人に言わせますと、

大変真面目で面白い男で

ございます。意外と見た目

は危なかしいように見えま

すが、本人いわく至って真

面目です・・・。これからも

ご贔屓の程、よろしくお願

い致します。          早野友宏会員   伊藤会長 

＊＊＊ 幹事報告         石井 慎一幹事          

１． 千葉東ロータリークラブ・創立２５周年式典開催のお

知らせです。是非ご参加下さい。 

日時⇒ １１月１６日（月） １７：３０～ 

会場⇒ ホテルニューオータニ幕張 

２． 我孫子ロータリークラブ例会場変更のお知らせ 

川村学園女子大学にて（８月より） 

＊＊＊１０月度 誕生日祝い・結婚記念日祝い                 

≪誕生日祝い≫ 

 出井 清会員 

≪結婚記念日祝い≫ 

 梅村星児会員、松浦広樹会員、塩谷邦昭会員 

 石井慎一会員、清水清子会員、出井清会員 

 本田博会員、三神秀樹会員、花澤衛会員 

＊＊＊ ニコニコボックス報告            

≪伊藤 和夫会長・石井 慎一幹事≫ 

皆さん、こんにちは。 

早野友宏さん、当クラブへのご入会おめでとうござい

ます。そして、有難うございます。これから同じクラブの仲

間としてどうぞ宜しくお願い致します。 

≪斎藤 昌雄会員、植松 省自会員≫ 

 早野様、ご入会おめでとうございます。今後とも宜しく

お願い申し上げます。 

≪吉田 裕成会員≫ 

早野さん、入会おめでとうございます。これからの千葉

南ロータリークラブでのご活躍を期待しております。 

≪植松 省自会員≫ 

９月２７日、妻の植松恵美の「気功２０周年記念祝賀会」

をオークラ千葉ホテルで開催し、北田さんはじめ、スタッ

フの皆さんに大変お世話になりました。有難うございまし

た。 

 

 

 

＊＊＊出席報告 (会員数５１名)               

 

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。 

 
≪花澤 衛会員≫ 

私は、昭和１０年３月生ま

れで、目出たく今年８０歳と

なりました。私が小学生にな

ったのが昭和１６年、昭和１６

年はご存じのとおり、太平洋

戦争開戦の年です。当時は

小学校が国民学校と呼ばれ

ておりまして卒業した時に国

民学校が終わりましたので、私はよく小学校を出ていな

い、私が出たのは国民学校であるとお話しています。 

６・３・３制の一番走りの新生中学の第1期生になり、小

学校６年生が終わっても行くとところがないというか、新

生中学の制度ができたばかりで学校自体も何もなかった

ため、そのまま５月ぐらいまで同じところに通っていた覚

えがあります。 

ここで戦争の話をしたいと思います。私は生まれが中

央区新町で、千葉そごうとトヨタレクサスのある場所で生

まれて育って今でも住んでいます。 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 8,000 円 累計 118,000 円

金の箱 8,931 円 累計 13,681 円

出席者数３４ 欠席者数１７ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ０ 修正出席率  次回にて

千葉ＲＣ 月 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 10/27 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 ― ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 10/21 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水  ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 10/29 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 10/15・10/22 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



昭和２０年の５月に千葉市の爆弾空襲がございました。

今の千葉駅の近くに機関庫といいまして、蒸気機関車の

車庫と転写台があるのですが、それを狙った爆弾が裏の

家に落ちました。私は家族と一緒に自分の家の防空壕

に入っていたのですが、裏の家は爆弾直撃で一家全滅、

隣の家も家が壊れていました。お陰様で私の家は木造

二階建てでしたが、爆弾が落ちる時には、家の戸や窓を

全部開けておけと言われておりました。何故かと言いま

すと、爆風で家が倒れてしまうからでして、戸を開けっ放

しにしておいたお陰で家は倒れませんでした。しばらく

たってから気が付いたのですが、柱からタンスに爆弾の

破片が貫通しており、タンスの着物が焦げていました。

運よく火がつかなかったから助かりましたが、もしかした

ら着物に火が付き火事になっていたかもしれませんでし

た。 

私は爆弾の落ちる音、空気を裂くようなヒュルヒュルと

いう音を覚えています。遠くで爆弾が落ちるとドカンとか

音が聞こえるのですが、まじかで落ちた場合は何も聞こ

えません。耳がおかしくなっているんですね。爆弾がヒュ

ルヒュルと、どこに落ちてくるのかという恐怖がありますが、

爆発の音自体は記憶にありません。近所の建物が壊れ

て土壁なんかの埃が防空壕まで入ってきて、爆弾の落

ちる音、衝撃という記憶はあります。 

その後、７月の七夕空襲というのがあり、千葉市では

東町とか焼夷弾が落ちてきました。その空襲による火事

は、私の家の３件先まできたのですが、家は無事でした。

爆弾の空襲と焼夷弾の空襲にはさまれましたが、家は助

かりました。焼夷弾というのは落下傘にぶら下がってきて、

途中で燃えやすい油が引火して火がつくような仕掛けに

なっています。防空壕に入っていますと、ダダダダという

地響きが近づいてきます。覚悟はしているのですが、早

く終わってほしい、と祈るばかりでした。これは小学校５

年生ぐらいの記憶となります。 

中学は今の葛城中学校、当時の三中で、アパートを

改修した校舎に入りました。そこで特攻隊帰りの先生か

らほとんど毎日、げんこつを喰らっていました。それは生

徒も色々悪さをしていたからで、校舎の近くのサツマイモ

畑からイモを掘って食べちゃうんですね。サツマイモは

手が黒くなるからすぐばれまして、大勢を殴るので先生も

手が痛くなり、その後２列に並べさせられ、お互いを殴れ

と言われました。 

戦争中はゴムのボールなんて手に入らなくて、薬局の

息子がボロ切れを丸めて、薬局から盗んできた絆創膏を

貼ったボールで野球をしていました。1 年生の頃はそん

な時代でした。2 年になりますと軟式テニスのボールやラ

ケットもありました。あの頃の日本の復興は早かったなあ、

と感じておりました。そんなこんなで中学３年間を過ごし、

高校は先生から隣にある高校に行け、と言われ、それが

千葉高なのです。 

大学は早稲田で理工学部、当時は半導体が出てきた

時代でしたので行ったのですが、実際は、冶金とか鋳物

が主で、その中に半導体があるという感じでした。大学を

卒業して３年間ほど会社勤めをして、親父のやっていた

仕事を継いで今に至るということです。 

趣味は、テニスをやっていったのですが、大学に行っ

て止めてしまったこともあり、社会人になってたまにラケッ

ト握りますと次の日はボールペンも持てなくなりましたの

で、テニスは諦めました。 

そして、ゴルフは真名カントリーが出来た時に、笹本さ

んと野城さんと亡くなった友人の４名で、ロッカーを並べ

て始めたのですが、結局、今でもそのロッカーが残って

いるのは私だけで、当時のままです。今でも１８ホール、

カートがなくても歩いて周るのは大丈夫です。但し、ドラ

イバーは２００ヤード飛ばなくなるし、昔を考えると何故、

こんなに飛ばないんだろうと、スコアを考えるのが嫌にな

る、そんなゴルフをやっています。 

私は、昔からカメラが趣味で、新しいカメラを見るとす

ぐに欲しくなり買っていました。何故、買ったかといいま

すと花火を撮るためです。花火を撮るのは、大変難しい

んですね。でも、最近、オリンパスから花火が綺麗に撮

影出来るカメラが出まして、実はこのデジカメには花火モ

ードがあって綺麗に撮れるのです。 

もう一つは、星空を撮りたいというのがありまして、先日、

美ヶ原まで行ったのですが、天気が悪くて星も山も見ら

れず、結局撮れませんでした。美ヶ原で良い天気に遇う

のは難しいとも聞きますが、是非、またチャンスがあれば

チャレンジしたいと考えています。 

 
★ ★ ★ ★ ★     ★ ★ ★ ★ ★ 

美ヶ原（うつくしがはら）は、八ヶ岳中信高原国定公園北

西部にあり、長野県松本市、上田市、小県郡長和町にま

たがる高原。日本百名山の一つ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★ ★ ★ ★ ★ （ウィキペディアより） ★ ★ ★ ★ ★ 

 
 
 

 

第２５１４回例会 

日  時⇒ 平成２７年１０月９日(金) 点鐘１２：３０ 

演  題⇒ 『私の第三の職場』 

卓話者⇒ 千葉県レクリエーション都市開発㈱ 

         取締役  荒井 克政様 

第２５１５回例会 

日  時⇒ 平成２７年１０月１６日(金) 点鐘１２：３０ 

演  題⇒ 『 未定 』 

卓話者⇒ 敬愛大学   教授 中村 圭三先生 

 
＜会報当番：北田 城児会員＞ 


