第２５６８回例会報告議事録
日時 令和元年５月７日（火曜日）
場所 川村学園女子大学 我孫子キャンパス内 会議室
時間 １２：１５点鐘

国歌斉唱・ロータリーソング「奉仕の理想」
ゲ ス ト : 柏RC 猪早惠美子様
ビジター : なし
S . A . A .: 倉持会員

会長挨拶

服部副会長（代理）
久しぶりの例会で皆さんの元気そうなお顔を拝見して安心いたしました。
荒井会長より結膜炎で字が読めないので代わりにお願いしたいとのお電話を
いただきました。
ちょうど平成から令和への境目を務められた荒井年度もあと２ヶ月ばかりとなっ
てしまいました。
先月までは何をやっても平成最後のという枕詞がつきましたが、今月に入ると、
何をやっても令和最初のということで、今日も令和最初の例会となります。
改元の発表があってから元号にまつわるいろいろな報道がなされていました。知らなかったので
すが、一番古い元号が「大化」だそうです。聖徳太子は大化という元号の制定の２０年程前に亡く
なっているので、聖徳太子の時代には元号がなかったということになります。
一番長い期間の元号は昭和で６４年、次いで明治だそうです。一番短い期間では２ヶ月しか持た
なかったという元号もあるそうです。
１０日間の連休を改元とは全く関係なく休まれた方がたくさんいらっしゃると思いますが、私も１０
日間どうしようかと思い、人ごみが嫌いだし、
お金がかかるのも納得が行かないので、旅行は見合
わせました。
４年前の５月に母が亡くなったので、
お墓参りを兼ねて金沢に帰ろうということになりました。金沢
も最近は人気の観光地ということで大変な人出でした。
金沢に帰ると甥っ子とか家族一族揃って食事に行くのですが、金沢で有名な寿司屋に５時くら
いに予約をしようと姪っ子がスマホで検索したら、待ち時間が１８０分で、待ち組数が時間とともに
増えて行き、最終的には９９組になっていて、今日のうちにお店に入れるのかなと思いました。
金沢まで車で行きは５２０キロ、
６時間半で、帰りは関越で渋滞して８時間半かかりました。
金沢にいる妹を帰りに連れてきて、
どこか行きたい所があれば案内するよと話しましたら那須に
行きたいということで、那須も行きも帰りも大渋滞でした。帰りは那須のインターからナビで見ると
高速道路が真っ赤だったので下の道で帰ってきました。大変疲れました。
疲れた時にゴルフに行くと力が入らないで割といいスコアが出ました。令和最初のゴルフは私と
しては非常によい８８でスタートさせていただきました。ありがとうございます。今の拍手で千円入
れようと思っていたのが２千円になりました。
（笑）
ロータリー財団の補助金を使った事業として、水の館に我孫子市の案内看板を設置するという
ことで、
そこにロータリーとさりげなく入れていただければ、我孫子市の皆さんにロータリーの存在
を知っていただけるのかなと楽しみにしております。
本日はありがとうございました。

ご挨拶

柏ロータリークラブ 猪早惠美子様

最初のご挨拶の前の握手が大変感動的でした。柏でも取り入れたいなと思いま
した。
先日、荒井会長と依田幹事が柏ロータリーにおみえになって、婚活の宣伝をさ
れて、見事に７組がまとまり、
そんな素晴らしいことがあるんだなと思い、本当に感
動しております。今現代の問題、大きな問題を取り上げて、我孫子クラブで活動さ
れたということに拍手をお送りしたいと思います。おめでとうございます。我孫子は
本当に前に前に進んでいるクラブなんだなと思います。我孫子クラブのこれからの発展もお祈りし
ております。
例会の会報を拝見いたしました。環境貢献の森の町内会を応援しておられ、地道にきちんと地
元でロータリーとして活動されているということも柏クラブで報告したいと思います。
「女性活躍社会を考えるシンポジウム」という紙がお手元に渡られたかと思うのですが、今年の
大きなイベントとしてパレット柏という場所で５月２２日
（水）
の午後３時半から行ないます。来年のガ

バナーのノミニーでいらっしゃる漆原摂子様をお迎えして、来年のご方針や、今までのご自分の活
動等についてお話ししていただきます。女性会員の多い所を選ばせていただきまして、宣伝させて
いただいていおります。女性の活躍社会ということですけれども、男性会員の方々にもぜひ参加して
いただきたいと思っております。
お聞きくださいまして、
ありがとうございました。

親睦委員会報告

梶副委員長（代理）
再来週の５月２１日
（火）、
２２日
（水）
は親睦旅行になります。参加される方には詳
細をお送りいたしますので、
よろしくお願いいたします。

出席報告

幹事報告

２６名（出席免除者含む）出席（全員で３１名）
業務による欠席が５名。

石原副委員長
出席率８３.８７％

依田幹事
・来週の第２例会は次年度の上村ガバナー補佐の卓話があります。
・再来週の親睦旅行に参加される方はよろしくお願いいたします。
旅行に参加されない方は、猪早会長の方からお話がありましたシンポジウ
ムに是非メーキャップで参加していただければと思います。
・２８日（火）は親睦ゴルフと夜間例会になります。
・本日、理事会がありますので、理事の方はお残りください。

自己紹介を兼ねた卓話

小野会員より
生まれと育ちは静岡県の三島市という所になります。母は東京出身なのです
が、父の先祖が三島におりまして、
そのつてではないのですが、父が先祖のいる所
に住みたいということで、三島市に家を買い、
そこで私は生まれました。
大学は八王子にある東京薬科大学の薬学部に入りました。最初は豊島区駒込
の母の実家に２年住んでいたのですが、勉強がけっこう大変だったので八王子で
下宿するようになりました。卒業後に薬剤師の免許を取ったのですが、旧三共、現第一三共に就職
し、入社早々、神戸に５年程、大学病院を回ったりして営業をしていました。
１７、
８年前に、調剤薬局がその頃すごく増え始めていたのですが、
自分も独立したいという夢が
あり、会社をやめて、友だちが調剤薬局をやっていたので、愛知県の岡崎市で２年程薬局の薬剤師
として働きました。
その後、実家の近くに戻り、
そのタイミングで結婚もしまして、実家のそばの別の薬局で働いてい
たのですが、父の高校の同級生で医療コーディネーターをされている方がいらして、我孫子で開業
する先生がいるのだけれど近くで薬局をやらないかという話をいただいて、
１５年程前に我孫子に
やってきて今に至ります。
全国を転々としていて、
ようやくここで根をおろせるような所に来たのかなと思っております。
我孫子に知り合いがあまりいなかったのですが、
お店に来ていただいているお客様など、知り合
いの方が少しずつ増えまして、今回、藤本さんのご紹介でこのクラブに入れさせていただいて、知り
合いの方が増えるということで非常に楽しみにしております。
ざっくりなのですが、
こんな形です。話がへたくそなので何も面白いことも言えないのですが、今
（次ページへ続く）
後ともぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

古谷野会員より
私にとっては初めての卓話、令和に入って初めての卓話をさせていただきまし
て大変光栄に思っております。
先月、柏での合同例会、非常に楽しかったです。皆さん、
びっくりされたかもしれ
ません。あいつは何者なんだと皆さん思われたと思います。今の私の姿を見てい
ただく限り、過去の私は想像もできないと思いますので、私の生い立ちをちらっと
お話ししたいと思います。
私は１９５９年の１２月生まれです。両親は上皇ご夫妻と同じく１９５９年の４月１０日に結婚しまして、
当時、天皇陛下と同じという事でＮＨＫに招待されてテレビに出演したことがあり、
その時の記念写
真が白黒でまだ我が家にあります。
私は今の天皇陛下と同学年であります。先日、一般参賀の日に、高校のブラスバンドのコンサート
があって同じパーカッションをしていた人が学習院大学で陛下と同じオーケストラでやっていて、打
ち上げなんかでは、陛下はお酒が大好きで、いくらワインを飲んでもお顔にも出ず、
とても紳士的に
振る舞われて、
すごく気さくなお人柄で、
というエピソードを聞く機会がありました。新しい時代の天
皇にふさわしい方だなと私は新時代に期待しております。
昭和３４年、我が家は非常に貧しかったです。日本も豊かではありませんでした。妹が二人いて三
姉妹、親は貧しい中で三人の子どもを育ててくれました。貧しいだけでなく、私はひどい気管支喘息
でした。今は本当に健康になっちゃいましたけれども、
当時はひどい発作を起こして、小中と学校に
行く日数の方が少なかったかもしれないくらい休んでいました。体育の授業は見学ばかりで成績は１
でした。動くと発作が起きてしまうので、動くのが大嫌いでした。いつ死ぬかわからない、明日死んじ
ゃうかもしれない、
そんな思いでした。
近くに内科の素晴らしい先生がいらっしゃって、私が発作で動きが取れないと、貧乏な恥ずかしい
ような我が家に往診に来てくださいました。本当に苦しんでいる患者さんの所に来てくださる先生で
した。いつ行っても、外来は３時間待ちというようなクリニックでしたけれども、時間をこじ開けて来て
くださったんだなと、感謝の気持ちでいっぱいでした。
将来もし長く生きられて大人になったらお医者さんになりたいな、
という希望を中学生くらいから
持ちました。でも周りにそれを言うと、誰も信じてくれません。現実は、学校もほとんど来ない、授業も
受けられない、本当にとりえのない女の子でした。でもいつかは、
という夢と希望だけは失わず、一
生懸命勉強を頑張り、第一志望の東葛高校に入学できました。
中学校に行かないのに勉強はできたので、
いじめられもしました。何かやると足を引っ張る子たち
がいましたが、
いちいちかかわってちゃいけない、
自分の夢に進んで行くんだということで無視してい
ました。
高校の頃、運動もしていなかったので肥満児で外見コンプレックスもありました。
高校に入ると周りは優秀な子たちばっかりで、私はそれこそ何のとりえもないけれど、夢に向かっ
て前身したいなという希望だけは失わなかったです。
そんな中で楽しみといったら音楽でした。気管支喘息だったので、唯一私にできるのはパーカッシ
ョンでした。
高校を卒業した時点では成績は真ん中くらいでしたが、致命的だったのが数学の偏差値が３５だ
ったことです。数学の偏差値が３５、家が貧乏、
どうやってお医者さんになるんだろう。一年間、貧し
いし体も弱かったので予備校にも行かせてもらえませんでした。当時は予備校は東京にしかありま
せんでした。自分で勉強しました。教科書レベルの問題を何回も何回も一生懸命やりました。普通
のことしか勉強しませんでしたが、半年たって徐々に成績が上昇して、やっと国立医学大学の合格
突入圏に入ったのが１２月でした。共通一次元年でした。千点満点中、数学が満点取れ、全体では
９００点取れました。たまたま二次試験が私の得意科目だったので、
これなら勝てる、
という信念のも
と山口大学に出願し、合格しました。
喘息だった女の子が親元離れて一人暮らしをするなんて、親は本当に心配だったと思います。当
時、喘息の新しい治療、吸入剤が出始め、喘息のセルフコントロールができるようになったので、大
丈夫でした。医学の力ってすごいです。
６年間、本当に忙しかったけれども、楽しく過ごさせていただき、無事、国家試験も合格しまして、
お医者さんになりました。
でも、女性医師に対しての差別は厳しかったです。お医者さんの世界は圧倒的な男社会です。で
も、私はすごく悔しがりやなので、
ずっとずっと頑張ってきました。
ＪＡ取手に３２歳で出向になって、
１０
年間部長職で頑張りました。
当時、娘が小学校６年生で教育の事もあるし、我孫子で開業することにしました。
女が子育てをしながらキャリアを中断せずに働く為のノウハウ、
どうやって今のダンナと結婚した
のか、子ども二人を医者にしたのか、
どうやりくりしたのか皆さん興味津々だと思います。今のダンナ

は弁護士です。私と全然違う職業です。
別の機会の卓話でたっぷり話させていただきたいと思っています。
子育ては大変でした。何と言っても今のダンナの協力があったからこそなのです。本当に家事をよ
くやってくれました。
少子高齢化、
どうやって若い人達を結婚に持って行くか。私は男性の意識改革しかないと思って
います。結婚してもちゃんと家事もやってくれる、育児にもちゃんと参加してくれる、
こういう男が女か
ら選ばれます。いくら高収入であろうが、顔がよかろうが、
これからの女性はこういう人達は選びま
せん。
そういう意味合いでも２２日のシンポジウム、私は行きます。皆さんもお手隙があれば是非一緒に
勉強して参りましょう。
今日はありがとうございました。

閉会の言葉

服部副会長（代理）

小野会員、古谷野会員、卓話ありがとうございました。
令和の曙とともに、新しい会員の新しい風がこの我孫子クラブに吹くような予感がしてまいりま
した。その風が緑のそよ風となるのか、
つむじ風の嵐となるのか。
男性会員の皆さんも古谷野会員に選んでいただけるような、
そういう男性になるようにこれから
も努めて参りたいと思います。
本日はどうもありがとうございました。

ニコニコＢＯＸ

お名前
柏RC
猪早惠美子様
服部副会長
石原会員
上村会員
木村会員
小池会員
古谷野会員
佐藤雅教会員
志賀会員
鈴木会員
日暮会員
藤本会員
村越会員
柳田会員
湯下会員

メッセージ
今日は貴重なお時間を頂戴しありがとうございました。
お時間の許す限りの方どうぞご参加下さいませ。
会長代行勤めさせてもらいました。
古谷野先生、サクセスストーリーありがとうございました！
卓話ありがとう。
令和最初の例会でした。令和もよろしくお願いいたします。
小野さん、古谷野さん、卓話ありがとうございました。
初めての卓話の機会を頂きありがとうございました。
令和第１回目の例会！！
いつも参加できなくて申し訳有りません。
古谷野さん、小野さん、卓話感謝。
古谷野さん又お話お願いします。
小野さん、古谷野さん 卓話ありがとうございました。
小野会員、古谷野会員、卓話ありがとうございました。
古谷野さん続きをお願いします。
欠席ばかりで申し訳ありません。
当 日 計
今期累計

金

額

１,０００円
２,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１６,０００円
２７５,６５０円

今週の表紙「旧井上家」千葉県我孫子市相島新田1番地
手賀沼開墾に尽くした旧名主である井上家のお屋敷は、江戸時代には利根川舟運の主要な港町として栄え
た布佐郊外の相島新田にあります。 約150年前に建てられた敷地内の建造物は今も風格と格式を備えてお
り、我孫子の歴史を伝える貴重な文化遺産です。相島芸術文化村の活動拠点でもあり、平成24年には我孫
子市の指定文化財となりました。

ロータリーの友事務局 ホームページ www.rotary-no-tomo.jp メールは web @rotary-no-tomo.jp
環境ＮＰＯオフィス町内会が中心となって２００５年に立ち上
げた新たな間伐促進活動が「森の町内会」
です。
この活動に
賛同して
「印刷用紙」
や
「コピー用紙」
を使用する企業は
２００９年９月現在、９２社にのぼり、その環境貢献として促進さ
れる岩手県岩泉町・葛巻町・青森県三沢市での間伐は、年
間３０haの規模になっています。グリーン購入大賞で大賞
を、山村力コンクールで林野庁長官賞を受賞しています。

この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と
間伐材の有効活用に役立ちます。

我 孫 子ロータリークラブは、
環 境 貢 献として、
「 森の町内 会」 を応 援します。

