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２０１６-１７年度 

第２５８５回 
平成２９年５月１２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                 

 本日はいらっしゃいませんでした。 

◆入会式                    

≪池田 紀之会員≫ 紹介者：北原俊彦会員・塩谷邦昭会員 

綜合警備保障・千葉支社長をしております池田と申し

ます。前任地は、香川県に３年ほどおりまして、初の支社

長でしたが、ロータリークラブには所属しておりませんで

した。今回、人生で初のロータリークラブ参加となりまし

た。ご指導ご鞭撻の程、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※池田紀之会員（左側）  

初のロータリーライフを存分にお楽しみください。 

◆会長挨拶及び報告                   

理事・委員長会議報告 

１．入会候補者の件 吉田与一郎氏   承認される。 

２．クラブ運営資金の会計報告      承認される。 

 

 

３．４/１５/４．１５「職場訪問及び親睦旅行」会計報告 

承認される。 

４．クラブ定款及び細則について 

定款は手掛けるところはほとんどございません。 

細則はどのようにしていこうかの議論がなされました。

６月の理事会までには審議を済ませて提出させてい

ただく予定でいます。６月末までには皆様に審議をし

て頂き次年度からスタートできるようにと予定をしてお

ります。 

 

◆委員会報告                  

社会奉仕委員会より （酒井秀大委員長） 

来週、５/１９（金）例会前にみなと公園にある周年記念

事業のオブジェの清掃を行います。１１：００集合です。

車の方は市役所の駐車場へ入れてください。 

軍手を持参、濡れる可能性がありますので、濡れても

良い服装でお願いします。 

伊藤和夫クラブ研修委員長より 

４/２２の地区協議会、次年度の勉強会があり参加して

まいりました。最後の総評でパストガバナーの石井亮太

郎さんが、２２年前のガバナーの時に千葉南クラブで卓

話をされました。ロータリーの考え方は、２２年前と全く変

わっていないとのことです。２２年前のテープがあります

ので時間があれば聞いてみてください。 

 

◆幹事報告                   

千葉幕張ＲＣより、「アートフレンズ展開催のご案内」 

 日時 ５月１６日（火）～２１日（日）10：00～18：00 

 場所 千葉市美術館 （入場無料） 

障害のある方の作品展（４１０点） です。 

 

◆会員誕生日祝い・結婚記念日祝い        

≪誕生日お祝い≫ 

 水野浩利会員、寺澤一良会員、橋口 徹会員 

 塩谷邦昭会員 

≪結婚記念日祝い≫ 

 竹尾 白会員、三宅 廣会員、杉本峰康会員 

 劉 亜斌会員、末吉淳子会員、五十嵐博章会員 



◆ニコニコボックス報告             

≪小林 透会長・廻 辰一郎幹事≫ 

新緑が映える５月、バラやツツジが彩を添え、新茶も

美味、本当に素晴らしい季節となりました。 

本日はゴールデンウイークを挟んでの久しぶりの例会

です。よろしくお願い致します。 

池田紀之会員、ご入会をお待ちしておりました。 

ロータリーライフを存分にお楽しみください。 

 

≪大塚 裕正会員≫ 

次女に第２子（男子）が産まれました。幸せです。 

 

≪向後 保雄会員≫ 

５月６日～１１日まで姉妹都市モントルーに大賀蓮を

持って行ってまいりました。そして、モントルーより水仙を

いただいてきました。議長として、花外交をして参りまし

た。 

 

≪斎藤 昌雄会員≫ 

市内若葉区にある小さな乳業メーカーの手作りアイス

クリームを持ってきましたので、食後に召し上がって下さ

い。 

 

≪鷲見 隆仁会員≫ 

この度、私は昨年に引続き実行委員長をさせていた

だいております、「第２回ちば児童作品展」の告知及び

協賛のお願いをさせていただきたいと思います。 

ちば児童作品展とは、昨年は、千葉市内１５小学校と

絵画教室１か所から、絵画９１０点が出品され、どの作品

も『生き生きとした喜び、感動、思い』が、素直に表現さ

れていて、市内６区１１会場にて地域巡回展を行い、多く

の方に元気や癒し、感動を与えました。作品展の審査員

には千葉大学の絵画の加藤教授、千葉市教育委員会

の鎌田先生、千葉市教育振興財団の林先生をお迎えし、

千葉市長賞、千葉市議会議長賞や各種協賛会社の社

長賞の授与を行いました。受賞者の子供たち、親子さん、

学校長からも大変喜ばれました。 

また、この作品展の主旨は、子供たちの創作活動を

応援奨励することで、「豊かな心の大切さ」「感謝する気

持ち」「応援してくれる人がいる大切さ」を子供たちに知

ってもらいたいとの思いから行っています。 

この精神は、我々ロータリアンの精神にも通じると思い

ます。 

そして、この活動はすべてボランティアの方々と協賛

して下さった企業の協賛金だけで運営されております。 

どうか、この趣旨にご賛同いただきまして、是非とも子

供たちのためにご協賛の程、宜しくお願い致します。 

 

 

 

◆出席報告 (会員数４９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。 

 

≪小野口 壽一会員≫ 

私は、亡き野城さんと亡き水

野さん（現・水野会員のお父様）の

推薦で２０００年２月に入会しまし

た。途中３年ほど休会しておりま

したが、創立５０周年を迎えるに

あたり、大幅に会員数が減って

おりましたので、再び野城さんと

鈴木さんに誘われ入会しました。 

野城さんとのお付合いは４５年近くになります。野城さ

んの下、LP ガス協会でお世話になり、千葉支部長・協会

長とその後を引続き私がやってまいりました。私が２６歳

の時にプロパンガス業を始め、３０歳で千葉支部役員と

して野城さんの下で修業をさせていただきました。 

又、野城さんが平成１５年に藍綬褒章を受けられた時

には祝賀会の代表を務めさせていただきました。 

私の師匠である野城さんが、昨年８月に亡くなりました。

会長と幹事から「偲ぶ会」をやりましょうというお話を頂き

まして、今月１８日に行うこととなりました。 

皆様のご出席、よろしくお願い申し上げます。 

 

≪大塚 裕正会員≫ 

年数は違いますが昭和天皇と

同じ誕生日です。私の名前の由

来ですが、昭和天皇の名前から

一時をもらったと聞いています。

昭和天皇の名は裕仁殿下です。

下の正は大塚の家は跡を継ぐ者

のみ名前の最後に正を就けるの

だと、それで裕正です。ちなみに

長女は仁美で裕仁の仁です。ビックリです。 

最近、時々過去を振り返ってみることが多くなりました。

幼少期の頃のこと、幼稚園時代のこと、小学校の頃、中

学、高校、大学・・・と、両親に心配をかけながら、意外と

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 9,000 円 累計 325,000 円

金の箱 0 円 累計 15,290 円

出席者数 

３５名 

欠席者数

１４名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

０名 

４/28 修正出席率  

休会のため次回にて 

千葉ＲＣ 月  三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 5/23 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 5/30 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 5/24 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 5/25 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 5/25 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



自由気ままに好きなことをやってきたような気がします。

大学時代は、両親にはサークルには入らないと言ってお

きながら、突然山岳部に入りました。そこでは、２度死に

かけました。一回目は、八ヶ岳で転んで頭を強く打ち、

顔面から出血しました。山の中で起きたことですので、救

急車を呼ぶこともできず、そのまま自分たちで止血し、ど

うにか生き延びました。２回目は、雪山で滑落停止の練

習中に本当に滑って落ちてしまいました。崖に激突する

ぎりぎりのところで止まったので、今、生きています。 

今は、大塚運輸の代表取締役として仕事をしながら、

最近では長生きしようと健康管理に努めています。特に

昨年から、健康と家族が大切だと思うことが多くありまし

た。 

まず、父の死と最愛の妻の癌がありました。 

ちょうど昨年の今頃でしょうか。父は体調を崩して入院し、

その後、妻の調子が悪くなり検査の結果、癌であることが

判明しました。癌だけにガーンとしました。 

そして、妻は夏の間、抗がん剤と放射線治療を受け秋

に手術をしたのですが、無事成功しました。今は体調が

少しずつ良くなっていくのを待っている状態です。 

実は、手術は１０月１９日に行ったのですが、父が亡く

なったのが２１日の未明。手術が終わった翌日、病院より

呼び出しがあって心の準備をしておくようにと言われまし

た。父は、妻の手術の成功を見届けてから安心してこの

世を去ったような気がして、最後に私は父の愛情を感じ

ました。 

でも、手術を終えたばかりの妻に何も考えずに父が亡

くなったことを私は告げてしまいました。そのせいで精神

的に打撃が強く、治療が大変だったようです。このことは

後で娘たちに強く叱られました。 

その後、１１月開催の分区ゴルフ大会当日の朝に息

子が指の怪我を負い、皆様にご迷惑をかけてしまいまし

た。申し訳ありませんでした。小指の第一関節の骨は残

りましたが皮膚と肉が無くなってしまい再生手術を行いま

したが、無事戻りまして今はリハビリに通い少しづつです

が、動くようになる治療をしています。 

年が明け、４月の親睦旅行に参加の予定をしていた

のですが、ちょうど次女の第２子の出産と重なり参加でき

ず残念でした。４月２０日に無事、男の子が生まれました。

しかし、生まれて直ぐに熱を出すなどで、退院してからも

病院通い、こども病院にそのまま入院し、先日退院した

ばかりです。小さな背中に穴をあけるという髄液検査を

受けたりと、可哀そうで代わってあげたいと思うほどでし

た。おかげさまで、今は、よく泣いてよく飲んで、よく寝て

を繰り返しています。 

４月から孫の面倒を見ていますが、長男の孫が大変で

した。赤ちゃんに戸惑い、どうしていいのかわからず、私

たちに当たったりしてわがまま放題でした。最近やっと落

ち着いてきたかな。自分もそうだったかな。出産のときか

ら今日までの家族等を見ていると、両親も祖父母も皆子

供に教え育てられてきたことを感じます。第２子の誕生で

さらに色々と教えられています。 

名前は「鉄平」に決めたようです。理由を聞くと強く生

きていってほしいという願いがこめられているそうです。

また、字画等が強運の画数であり、同じ画数の過去の人

物の中に「田宮如雲」の名があったからとのことでした。

まさか、こんなところで出てくるとは、ビックリしました。 

今回のことで病院へ行くことが多く、色んな人々を見

てきました。何事もなく、日常生活を普通に送ることが出

来ることが、どれだけ幸せなことであるかを改めて知らさ

れたような気がします。そういったことに感謝できない、

気付かない自分に情けなく思う次第です。会社の取締

役でありながら情けない気がします。 

良い社会を作るためには、教育と医療の充実を図る

べきだと改めて考えさせられました。次女の亭主は、小

学校の教諭をしていますが、休み以外は、朝７時半まで

に学校へ行き、帰りは夜１０～１１時に帰宅しています。

これで良い教育が出来るのかな？また、現状を知ること

で就職希望者がどんどん減り、良い教育が出来るのかど

うか心配でなりません。何とかしてほしいと思う今日この

頃です。 

 

 

 

〇〇〇〇〇  〇〇〇〇〇  〇〇〇〇〇  〇〇〇〇〇 

 

 

〇〇〇〇〇  〇〇〇〇〇  〇〇〇〇〇  〇〇〇〇〇 

 

 

第２５８６回例会 

日時⇒ 平成２９年５月１９日(金) 点鐘１２：３０ 

卓話⇒ 『障がい者の働く場である施設・ 

事業所の支援を目的とした廃電線リサイクル事業』 

卓話者⇒ 三立機械工業株式会社   

会長 中根 昭様 

第２５８７回例会 

日時⇒ 平成２９年５月２６日(金) 点鐘１２：３０ 

卓話⇒ 『千葉氏と鷲見氏の関係』 

卓話者⇒ 鷲見 隆仁会員 

 
＜会報当番：大塚裕正会員＞ 


