第２６３７回例会報告議事録
日時 令和３年３月３０日（火曜日）
場所 ハート柏迎賓館
時間 １２：１５点鐘

ロータリーソング「それでこそロータリー」
ゲ ス ト : なし
ビジター : なし
S . A . A .: 小池喜之

ご挨拶

堤会員
湖北台支店から移動の内示を受けました。
４月１日に本部に辞令を取りに行き、
そこで初めて、
どこに行くか、
また後任が誰になるかがわかります。通常だと新旧
の支店長が来てご挨拶をさせていただくのですが、今回はこういうわけで１人で
のご挨拶になります。次回４月６日は時間が合えば新任の支店長とご挨拶をさせ
ていただきたいと思います。
銀行全体の店舗改革がありましたので、本来は我孫子支店からロータリーに
参加させていただくのがいいのですが、
しばらくは湖北台支店のままで、落ち着きましたら我孫子
支店の支店長に引き継ぎたいと思っています。すみませんが、
よろしくお願いいたします。
ロータリーでは皆さまの助けを得ながら、
ここまでやってこれたのかなと思います。
ここハート柏
では婚活パーティーを２回やりまして、思い出の場所でもあります。皆様に大変暖かいお力添えを
いただきましたことを改めまして感謝をいたしましてご挨拶とさせていただきたいと思います。本当
にありがとうございました。

会長挨拶

村越会長
本日は第５例会ということで、本来でしたら夜間例会か休会なのですが、飲食
を伴う夜間例会はまだまだ自粛した方がよいでしょうし、
１月、
２月と休会が多か
ったものですから３月は第５例会まで開催させていただきました。まだまだコロナ
は予断を許さない状況ですので、十分注意しながら続けていきたいと思っていま
す。
先週の土曜日２７日に会長エレクトのセミナーが行われました。依田エレクトが
参加してくださいました。今年の会長エレクトの研修はオンラインのユーチューブで発信するという
新しい試みで行われています。藤本会員も来年度地区の委員長ということで、活動方針、活動計
画を発表されていました。国際ロータリーの２７９０地区で検索していただくと地区のＨＰがあります
ので、
そこで見ることができます。本来であれば依田エレクトの方から来年度のＲＩ会長のスローガ
ン等について説明があると思うのですが、
ご都合が悪く欠席ですので、私の方からご説明させて
いただきます。
来年度のＲＩ会長はシェカール・メータというインドの方です。スローガンは「Serve to Change
Lives 奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」です。詳しくはまた次年度の方からご報告
があると思います。
コロナ禍でいろいろな活動が制限されている中ですが、私の年度は残すところあと３ヶ月です。
ただ５５周年の記念例会がありますので、
もう少し今年度の方にもご協力のほどよろしくお願いいた
します。
本日は三枝会員の卓話があります。今日は楽しみにしております。
どうぞ宜しくお願い致します。

村越会長より鈴木会員へ米山奨学会カウンセラー委嘱状授与

村越会長より
来年度も米山奨学生を受け入れることになりました。カウンセ
ラーを引き受けられる方がいらっしゃらなかったので来年度も引
き続き鈴木会員にお願いすることになりました。カウンセラーは
鈴木会員ですが、皆様と一緒に奨学生のお世話をしていきたい
と思います。
よろしくお願いいたします。

鈴木会員より
かねがね申し上げているように、私ばかりが良い思いをしているのですが、少し
ずつ皆さんにおすそ分けができたらと思っています。今年度は木村さんと半分ず
つくらいでやっていこうかと話していますが、皆で知恵を出し合って、
より良い迎え
方ができたらと思っています。
来週の土曜日に奨学生との顔合わせがあり、私が行ってまいります。資料や情
報等、米山のハンドブックをお渡ししながら、皆さんと共有できるような我孫子ロータリーにしたい
と思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。

親睦委員会報告

栁田委員長
お祝いがまだでしたので、
１月１２日がお誕生日の三枝会員おめでとうございます。
三枝会員より
誕生プレゼントありがとうございます。頭の中は次の卓話のこ
とでいっぱいです。この後、自己紹介を兼ねてお話しできればと
思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。

出席委員会報告

関根会員（代理）
２１名（出席免除者含む）出席（全員で３２名） 出席率６５.６２％
業務による欠席者 ：荒井会員、石原会員、古谷野会員、塩毛会員、寺井会員、
服部会員、
日暮会員、前田会員、湯下会員、依田会員

地区より補助金申請について

藤本会員
本日３０日が地区補助金の申請の締め切りになります。
２０件くらいの申請があ
ると思います。奉仕委員会の担当が申請の内容に基づいて４件の質問をメール
にて投げかけます。その内容については後ほどメールしますのでご参照ください。

ＰＣＲ検査について

木村会員
委員会報告ではないのですが、皆さん、
ＰＣＲ検査を受けた方はいらっしゃいま
すでしょうか。私は、先週の火曜日に受けてきました。
私はココアというコロナの接触確認アプリを携帯に入れて使っており、仕事用
と二つ携帯を持っているのですが、二つとも２月１７日に接触者確認がありという
通知がきました。スマホを持っている方はココアをダウンロードして、
ブルートゥー
スをオンにしていただきたいと思います。
結局、検査の翌日に陰性という結果が来ました。風邪の症状があると話したら、
すぐにＰＣＲ検査
を受けることができました。風邪の症状がないと１４日間自主隔離してくださいということになるそう
です。
個人的な話で貴重なお時間をいただいて申し訳なかったのですが、参考にしていただければと
思います。

幹事報告

卓話

倉持幹事
・４月９日
（金）
に第１１グループ合同ゴルフ大会が藤ヶ谷カントリークラブにて行
われます。
参加の登録をされた方には個別に案内が届いていますのでご確認ください。十
分気をつけてプレイをなさってください。
・４月９日
（金）
に第１１グループ合同ゴルフ大会が藤ヶ谷カントリークラブにて行
われます。
参加の登録をされた方には個別に案内が届いていますのでご確認ください。十
分気をつけてプレイをなさってください。
・余談ですが、
ロータリーの桜が今、満開になっています。余談ですが、
ロータリー
の桜が今、満開になっています。

三枝会員
千葉興業銀行の三枝でございます。本日、卓話ということで非常に緊張してお
ります。昨年の１０月にロータリーに入会して５ヶ月が経過しました。いつかはこの
日が来ると思っていましたが、
こんなに早く来るとは思っていませんでした。
初めての卓話ということで自己紹介を兼ねた生い立ちについてお話しさせてい
ただければと思います。つたない話ですがお付き合いいただければと思います。
今まで振り返ってみると、セミナーとかで５分から１０分程度話したことはあった
のですが、
３０分話したことはないので、
いろいろ考えてみたのですが、生い立ちということでお話し
できればと思います。
父親は普通のサラリーマンでした。
祖父は戦時中は海軍に所属していたそうです。戦争中のことは多くは語りませんでした。いろい
ろ辛いことがあったのだと思います。戦後は、戦艦に乗っていたということもあって大洋ホエールズ
という会社の捕鯨船に乗っていたそうです。祖父は１年に１回家に帰るか帰らないかというような
生活だったそうです。
私の母親は埼玉で米農家をしています。母の弟、私の叔父が今は家を継いでお米を作っていま
す。
そんな両親のもと、昭和４８年１月１２日に私は生まれました。
昭和４８年、
１９７３年に何があったかちょっと調べてみました。
１９７３年には第１次オイルショックが起きていました。第４次中東戦争が起きた関係で原油価格
が高騰し、全世界が影響を受けました。原油価格とは関係ないトイレットペーパーや洗剤の買い占
めがありました。大きなインフレが起き、狂乱物価等の事象が起きました。
ちなみに第２次オイルショ
ックは１９７９年のイラン革命と言われています。昨年コロナ禍でマスクを買うのに苦労されたと思
いますが、
おそらく同じ心理状況だったのかなと思われます。
その他、
オセロというゲームがありますが、
ツクダという会社がその発売を開始した年でもありま
した。イギリスにも似たようなゲームがあるそうで諸説あるようですが、発案者は水戸市の長谷川
さんという方だそうです。
その他、山口百恵さんが歌手デビューした年でもあります。
昭和４８年に生まれた有名人としては、
イチロー選手、GACKT等がいます。
父親が３１歳、母親が２１歳の時に私は生まれました。一つ上に姉がいます。
私が生まれて３ヶ月の時に大阪府高槻市に引っ越しました。近くに芥川という川が流れていて、
夏は川で泳ぎ、山に囲まれていたので、
カブトムシやクワガタを採ったりして遊びました。一年を通じ
て釣りもよくやって晩御飯にマスをおみやげに持って帰りました。探検に行ったり、秘密基地を何箇
所も作って友だちとよく外で遊びました。時には人の物を壊したり、
ライバルの子とよく喧嘩して怪
我をさせられたり、
させたり、母親と一緒に親御さんのところに謝りに行ったり、やんちゃな幼少の
頃でした。
母親から「悪さばっかりしていると、神様が見ていていつかバチが当たるよ」とよく言われました
が、気に留めていませんでした。
小学校１年の時に１回目のバチが当たりました。物を大事にしなかった罰でした。
当時、私は姉のおさがりの自転車に乗っていたのですが、
それは姉も近所のお姉さんにもらった
ものでした。色も紫で飾りもついていました。そんなの乗れないと私が駄々をこねたら、父が飾りを
全部取ってペンキで黒く塗ってくれましたが、
自分としては新しいのを買ってもらいたいと思いなが
ら乗っていました。ある日ブレーキが効かなくなり新しいのを買ってとお願いしたのですが、父が直
してくれました。が、直すと言っても、素人修理でした。ブレーキは直ったのですが、友達と遊んでい

たらブレーキが完全に壊れて、
お肉屋さんの冷蔵庫に突っ込んでしまいました。怪我をして出血が
ひどかったので救急車でみどりヶ丘病院に運ばれました。物を粗末にして雑にあつかってバチが当
たったのかなと思っています。その時、初めて救急車に乗りました。その後、私は何回か救急車でみ
どりヶ丘病院に運ばれることになります。
２回目の罰は生き物を大切にしなかった罰でした。当時、川に青大将という蛇がしょっちゅう出て
捕まえていました。友達と遊んでいた時に「マムシが出るぞ。気をつけろ」という大人の声が聞こえ
ました。私は蛇に慣れていたので、平気だと思ってマムシを蹴ろうとしたら、
すねを噛まれてしまいま
した。友達の弟は虫歯がないと言ったので、噛まれたところを吸ってもらいました。そのまま帰宅した
のですが心配で、働いていた母親に電話をしたら、すぐにお隣のおばさんに言って、早く病院に連
れて行ってもらいなさいと言われ、みどりヶ丘病院にまた行きました。結局は何事もなく済みました。
３回目は交通ルールを守らなくてバチが当たりました。
大通りに面した所に住んでいた友達の誕生日会に呼ばれて、友達の家の外で遊んでいました。
ケーキが用意してあるから食べに帰ろう、
と競争になりました。私は負けず嫌いで、猛スピードでボ
ロボロの自転車を走らせました。本来であれば止まって左右確認して道路を渡らなければならない
のに、
ケーキを早く食べたくて、
そのまま猛スピードで道路に飛び出しました。車に引かれて自転車
もろとも飛ばされました。幸い打ち身だけで済みましたが、飛ばされたので、
また救急車でみどりヶ
丘病院に行きました。小学校３年の時でした。
小学校３年生の時にまたバチが当たりました。当時、マムシに噛まれて平気、事故にあっても平
気、
ということで変な自信があり、調子に乗っていました。親の言うことを聞かなかったバチでした。
小学校３年の冬に、校庭の裏庭に過去の卒業記念で作った池がありました。
３メートルくらいの
池の真ん中に板を置いて、
その板に飛び移って向こう側にまた飛び移るという遊びが当時流行りま
した。案の定すべって、
ずぶ濡れになって家に帰り母親に怒られ、
そんな遊びはやっちゃだめと言わ
れたのですが、
またその遊びをしました。ジャンプをして向こう側に飛び移る時にすべって、
きったな
い池に落ち右ひざをつきました。その時、底に釘のような尖ったものがありました。池から出ようとし
たら、全く動けず、友達に引っ張り出してもらいました。ひざから血が出ていました。保健室で応急処
置をしてもらったのですが、帰宅後、
こっぴどく怒られました。
また、みどりヶ丘病院に親にタクシーで
連れて行ってもらいました。奇跡的に骨と骨の間の怪我でしたが、
７センチ位の深さの怪我だった
ので１ヶ月位ギプスをしました。その後、治ったと医者の方から言われたのですが、夜中に痛くてしょ
うがなく、水もたまり、
１週間に１回水を抜くような状況でした。痛くてしょうがなくて、病院に連れて
言ってもらっていたのですが、医者は「もう来なくていいですよ。
もう治ってるんですから。お母さん、
この痛みは甘えから来る痛みですよ」と言われました。間違いなく痛いのですが、母は学校の先生
に「ひろゆきの痛みは甘えから来る痛みなので、厳しくやってください」と伝えていました。私は、甘
えから来る痛みというのはこういうことなのかと思いました。次の日に学校へ行ったら初めて、いじ
めというものを経験しました。体育の授業も、無理やりランニングをさせられ、跳び箱も痛いと言って
もやらされました。痛みで夜も眠れないような日が１ヶ月くらい続き、父親が見かねて、高槻病院とい
う所に連れて行ってくれました。
レントゲンを１２枚撮ったら、
１枚だけ骨が溶けているような状態が
写っていました。骨髄炎を発症していて骨の一部が壊死し始めているような状態で、緊急入院して
ことなきを得ました。
幼少期にいろんな事が起きましたが、
身をもって、いろんな経験をさせてもらったなと思っていま
す。
まずは物を大切にしなければいけない。生き物を大切にしなければいけない。交通ルールを守ら
なければいけない。親の言うことをちゃんと聞かなければいけない。後は、父親からの愛情ですが、
人を信じなければいけない。そういったことが積み重なって、今の自分があるのかなと思っていま
す。
小学校６年の時に千葉に戻って来るのですが、思春期についてはまた次の機会にお話しできれ
ばと思います。
ご静聴ありがとうございました。

閉会の言葉

村越会長
三枝会員、大変おもしろいお話ありがとうございました。シーズン１
「みどりが丘病院編」、
シーズ
ン２を楽しみにしております。
またよろしくお願いいたします。

ニコニコＢＯＸ
お名前

メッセージ
三枝会員 卓話ありがとうございます。
村越会長
今日は５９才の誕生日でした。
小野会員 三枝会員、卓話ありがとうございました。
ニコニコＢＯＸ
梶会員
三枝会員 卓話ありがとうございます。
上村英生会員 三枝会員ありがとうございます。
上村文明会員 卓話有がとうございます。
久しぶりに例会場に来ました。まだまだコロナが収まりません
木村会員 ので感染防止により一層注意しましょう！
三枝会員 卓話ありがとうございました。
小池会員 三枝さん 卓話ありがとうございました。
佐藤雅教会員 すばらしい桜日が続く毎日です。
鈴木会員 呂 蘇幸君のカウンセラーの委嘱状を頂きました。
関根会員 三枝会員 卓話ありがとうございました。
三枝会員おめでとうございます。
藤本会員
卓話ありがとうございました。
米田会員 三枝会員 卓話ありがとうございました。
当 日 計
今期累計

金

額

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
１3,０００円
４25,０００円

今週の表紙「勝蔵院」千葉県我孫子市布佐2285番地
延命寺の前の356号を渡って、正面の道に入り、道なりに進むと勝蔵院があります。文禄元年（1592年）創
建の天台宗のお寺です。本尊は阿弥陀三尊で、新四国相馬霊場の21番と37番の札所があります。
明治41年に柳田國男の兄である松岡鼎が提唱し、勝蔵院に布佐文庫を開設しました。蔵書は現在、布佐図書
館にあります。

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。

