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２０１６-１７年度 

第２５７４回 
平成２９年２月３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                 

◇土谷 孝道様 （小野成子会員ご長男） 

◇米山記念奨学生  シェルパ・チリンさん 

◆会長報告及び挨拶        小林 透会長                     

先ほど行われた理事会報告をさせていただきます。 
① 職場訪問及び親睦旅行については、４月に広島方

面で企画しております。詳しくは親睦活動委員会

より報告していただきます。 
② ＩＭについては、ぜひ多くの方に出席していただ

きたいと思っております。なお、ホストクラブと

しての当クラブの役割については、来週の例会で

発表させていただきます。 
③ ５０周年記念植樹状況確認については、親睦、Ｉ

Ｔ広報、社会奉仕の各委員会に機会を作っていた

だくように企画をお願いしました。丁度桜の季節

が良いと考えております。 
④ 地区補助金の進捗については、奉仕プロジェクト

の皆さんに引き続き検討をお願いしております。

なお、２月４日の「地区ロータリー財団補助金管

理セミナー」に参加して、来期の申請ができるよ

うにしたいと思っております。 
⑤ ＦＢの個人情報掲載確認については、会報と同様

に個人情報が掲載される可能性のある方につい

ては書面による確認をすることになりました。会

員の皆さんには、お願いすることになります。希

望しない場合には申し出てください。 

⑥ 地区より、新規米山奨学生の世話クラブとカウン

セラー引き受け依頼については、可能クラブとし

て地区に申し出ました。 
⑦ 次年度理事交代について、出井次期社会奉仕委員

長が地区の職業奉仕委員となるため、理事である

社会奉仕委員長を酒井会員にお願いしたいと思

っております。臨時の総会を開催しますので後日

案内させていただきます。 
⑧ １/２７の懇親夜例会の会計報告がされ承認され

ました。ただ、コース料理以外の食べ物を注文さ

れた方がおられましたので別料金を支払ってお

ります。会としての費用は負担しますが、お心当

たりのある方はニコニコ又は金の箱へのご寄付、

もしくは財団、米山へのご寄付にてご協力いただ

きたいと思います。 

◆委嘱状伝達               

≪２０１６-１７年度地区ＲＬＩ実行委員会委員≫  

三神 秀樹会員 

 

◆委員会報告                  

≪米山記念奨学委員会≫ （鈴木 美津江委員長） 

２/１６日のＩＭにおいて、日本のロータリーの設立に奔

走した米山梅吉氏が取り上げられております。また、米

山奨学生の講演もありますので、ぜひ米山への理解を

深めていただければと思います。 

米山記念奨学会への寄付目標は、今年度は８０万円

です。目標まで、あと２０万円です。ロッテリアンズをご利

用されるなどして、ご協力、宜しくお願い致します。 

 

≪親睦活動委員会≫ （松尾 博之委員長） 

平成２９年４月１４（金）・１５日（土）で、呉市大和ミュー

ジアム・広島平和祈念公園・宮島厳島神社を訪れます。

来週にはご案内致しますので、是非ご参加下さい。 

 

≪出席委員会≫ （五十嵐 博章委員長） 

２０１６-１７年度上期出席率報告及び皆出席賞 

皆出席者  今関眞人、伊藤和夫、石井慎一、梅村星

児、小野口壽一、金親博榮、北原俊彦、小林透、塩谷

邦昭、杉本峰康、竹尾白、寺澤一良、野本富美子、 花

澤衛、三神秀樹、廻辰一郎、吉田裕成 会員 



◆米山奨学生挨拶     シェルパ・チリンさん 

米山奨学生のシェルパ・チリンです。

今日は節分で恵方巻きを食べて、良

いことは中にいれる、悪いことは外。

ネパール・インドにも似たようなものが

あって、半年後くらいに楽器をたたい

て悪いことは外、良いことは中という、

似たような習慣があります。文化が違うのにそういうのは

繋がっているのかなと思いました。 

今朝、指導教授から、私が本年度学部長賞に決まっ

たとメールがあり、とても嬉しかったです。皆さんのおか

げで勉強することができました。有難うございます。３月

に千葉大を卒業した後は、４月からは私の国に関わりの

ある拓殖大学の指導教授のもとで、もう２年間研究を深

めようと思っています。有難うございました。 

◆幹事報告           廻 辰一郎幹事  

①第３分区Ａ・Ｂ合同インターシティーミーティング開催

について 

日時⇒ ２月１６日（木） 点鐘１４時 

会場⇒ 三井ガーデンホテル千葉 

ホストクラブですので、皆様のご出席、ご協力、宜しく

お願い致します。（２月１７日（金）を変更し開催） 

 

②２月２４日金曜日の例会で、臨時総会を開催しますの

で、ご出席お願いいたします。 

◆２月度 誕生日祝い・結婚記念日祝い           

≪会員誕生日祝い≫    

竹尾白、三橋哲夫、鷲見隆仁、吉田裕成 会員 

≪会員結婚記念日祝い≫   

 中森壽一郎、廻辰一郎、金親博榮 会員 

 

◆ニコニコボックス報告             

≪小林 透会長・廻 辰一郎幹事≫ 

皆様こんにちは。今日は「節分」です。 

節分で思い出すのは、「鬼は外！福は

内！」の豆まきですが、本日は、オークラ

ホテルさんに特別にお願いをし、恵方巻

をご用意しました。願い事をしながら北北

西に向かって、どうぞ黙々とお召し上がり

下さい。 

≪石橋 チヅエ会員≫ 

昨日は歴代幹事会でご利用いただき

ましてありがとうございました。私も楽し

いひとときを過ごすことが出来ました。 

 

 
 

 

◆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。 

 

〘 三橋 哲夫会員 〙 

皆さん、こんにちは。 

諸先輩方の前で恐縮です

が、自己紹介を兼ねての話と

させて頂きます。 

私は、千葉日野自動車に

勤務しております。現在の住

まいは千葉市の都町です。生

年月日は、昭和２８年２月生ま

れで６３歳です。今現在は、家内と２人暮らしです。子供

は２人（男と女）で２人とも家庭持ちです。孫は３人います。

３人とも女の子です。娘の方は、月に１～２回程度遊び

に来ています。長男はほとんど来ることはないです。 

田舎は、香取郡多古町というところで専業農家です。

私は、５人兄弟で、女３人、男２人で兄が家業を継いで

農家をやっております。両親は９年くらい前に亡くなりま

した。 

高校時代は、成田空港の闘争の真っ只中の時代でも

ありました。高校まで多古町で暮らしていました。 

卒業後、昭和４６年３月に日野自動車に入社と同時に

津田沼にある千葉工業大学へ入学し、昭和５１年３月ま

で行っていました。５年生課程の学部は機械工学科でし

た。これが学校卒業までのお話しです。 

自己紹介では付き物の趣味ですが、特段に無趣味で

す。よく聞く話ですが、退職後に無趣味だと大変だよ・・・

ということがでますので心配です。 

振り返ってみますと、十代後半から夏山登山や冬では

スキーに毎年行くことが楽しみでした。少し、その辺のお

話しをさせて頂きます。上高地周辺はよく行きました。槍

ヶ岳や奥穂高岳は特に記憶深いです。 

当時（昭和４７年頃）、新宿を夜行で０時頃出発し、松

本まで行き、松本電鉄で新島々駅まで行って、路線バス

にて上高地まで行きました。そして徳沢園を通って横尾

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 4,000 円 累計 250,000 円

金の箱 1,110 円 累計 12,749 円

出席者数

 ３６名

欠席者数

 １５名

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

 ２名 

１/６ 修正出席率 

  ６４．７０ ％ 

千葉ＲＣ 月 ２/１３ 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 ２/１４ ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 ２/１４ ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 ２/１５ 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 ２/１５・３/１ ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 ２/１６・２/２３ 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 ２/１６・２/２３ 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



山荘を通過し、一気に涸沢小屋まで１５：００前頃まで入

るよう歩きました。 

早朝（４：００頃）、涸沢小屋を出発して日の出を見るた

めに槍ヶ岳山頂に行きました。槍ヶ岳は、名前のごとくヤ

リのようなとがった山頂で、山頂近くになると、登る人と降

りてくる人との交互帯が続き、山頂では人が２０名前後く

らいでいっぱいになっていた記憶があります。 

翌年もまた同じ様なコースで涸沢から穂高岳コースも

また素晴らしい山でした。奥穂高岳はゴツゴツした峰が

続き、穂高山荘で休憩して登頂しました。奥穂高や槍ヶ

岳に行く手前の涸沢カールでは、夏スキーやカラフルな

テントとお花畑が一面となり、それは見事なものです。 

また、白馬岳から五竜岳や唐松岳などの縦走の爽快

な尾根が思い出されます。白馬岳へ行く途中では、大雪

渓から小雪渓があり、夏でもアイゼンが必須で２～３時間

程度の登りがあり、登り切って辺りではお花畑一面に遭

遇し、一息つく時間です。そこから１時間弱程度で白馬

岳の山小屋に到達。そこでのコーヒータイムは気分爽快

でした。白馬から八方や唐松岳までの縦走は高山植物

や雷鳥が数多くみられ、雷鳥は近寄っても逃げることは

なかったです。雷鳥は、冬場は白の毛並みで夏は茶へ

と毛並みは変化します。 

高山植物では、特にコマクサが好きです。派手ではな

く地面から１０センチ弱程度の小さなピンクの花を咲かせ

ていました。 

一度は挑戦してみたい山の一つが剣岳でした。 

富山県から黒部アルペインルートコースで室堂から立

山経由での剣岳は、一度、大嵐に遭い断念し、翌年再

挑戦して登ったことも思い出します。険しさでも有名な山

の一つでもあります。 

また、誰しもが行ったことのある、尾瀬は大好きで春夏

秋冬の季節に行っていました。冬場の誰もいない尾瀬ヶ

原。６月シーズンの水芭蕉や奥只見湖ちかくの三条の

滝。夏シーズンでの燧岳（ひうちがだけ）から見る尾瀬、

晩秋では一面枯れた尾瀬ヶ原が大好きでした。尾瀬だ

ったら今でも行けるかも知れません。 

 体力面等でここ何十年と山には行っていませんが、松

本や信州方面に行って温泉にでも入って山の風景を見

てみたいです。 

スキーも同じ時期くらいでやっていませんが、３０歳前

までは毎年、菅平へ行っていました。暮から正月と成人

式前後と２月の連休は、ほぼ会社連中と蔵王・志賀高

原・浦佐・岩原・湯沢・軽井沢等に行っていました。今で

は、もう出来ないと思います。 

最近では、ゴルフに行く機会が多くなりました。会社で

メンバーコースを頂き（長南カントリー）、年間でいろいろ

なコースを２５回前後は行っておりますが、スコアーは進

歩せず、９５～１００前後で必ずダブルスコアーが出てま

とまりのない成績となってしまいます。心がけていること

は、ゆっくりと一呼吸おく感じでやるようにしていますが、

芝生にいくと力が入りなかなかうまく行きません。クラブで

もチェンジしてみようかなと思いますが、健康でゴルフが

出来ることが幸せなのかなと感じているところです。 

以上が遊びや趣味関係といったところです。 

仕事では、入社してまもなく、第一次オイルショックの

燃料不足問題や昭和５０年ごろの第二次オイルショック

などで会社はいろいろな面で厳しい経営の対応記憶が

あります。そのころはまだ若輩で学校へ行くことと毎日会

社へ行くことが仕事でしたから。 

会社は、大型トラックと４トンクラスのトラックとバス販売

及び整備がメーンの会社です。平成６年ごろから２トント

ラックにも力を入れての販売となっております。コマーシ

ャルでは最近、トントントンヒノノニトンで耳にしている方も

いると思いますが子供にも人気があるようです。一度、耳

にしてみて下さい。 

入社当初、自動車部品の販売や倉庫管理・仕入れ業

務をやっておりました。まだ、手書き伝票時代で女性事

務社員も多くいて、ソロバンが出来ないので苦労した思

いや、ＩＴが進んでいない為、電話対応に日々追われて

いたことを思いだします。皆で協力してやっていた良き

時代だったかも知れません。仕事でのやり取りはテレック

スがあって専門職を雇っていました。 

昭和５９年から営業に配属され、トラック・バスの販売を

１３年ほど従事し、平成１０年から本部事務系に入り、総

務部を経験させて頂き現在の役を頂いて６年経過してい

ます。 

これからは、健康第一にしていきたいと思っておりま

す。 

まとまらない卓話となってしまいましたが、これで終わ

りとさせて頂きます。有難うございました。 

 
 

 

１月１６日、米国サンディエゴで開催された国際協

議会でイアン H. S. ライズリー国際ロータリー会

長エレクトが講演し、次年度の国際ロータリーのテ

ーマが「ロータリー：変化をもたらす／Rotary: 

Making a Difference」であると発表しました。 

 
 
 
 
 
 

 
 

第２５７５回例会 

日時⇒ 平成２９年２月１０日(金) 点鐘１２：３０ 

卓話⇒ 『千葉の郷土料理について』 

       石橋 チヅエ会員 

第２５７６回例会 

第３分区Ａ・Ｂ合同インターシティーミーティング 

日時⇒ 平成２９年２月１６日(木) 点鐘１４：００ 

会場⇒ 三井ガーデンホテル千葉 

        （※２月１７日（金）を変更します。） 

        

＜会報当番：石井 慎一＞ 


