
   ２０１２年２月第１週号 

第２３４４回 
平成２４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 

 なし 

■会長挨拶及び報告        出井  清会長     

こんにちは。日本列島は寒い日が続いており、大雪で

大変な被害に遭われているところもあるようです。 

１月は行く、２月は逃げる、３月は去るという語呂合わ

せがありますが、１月も過ぎましてあと５ヶ月となりました。

一生懸命頑張りますので、皆様のご協力をよろしくお願

い致します。 

先週と先々週は移動例会でした。屋形船例会では、

お酒と船の揺れもあってかどうか、カラオケ大会で大い

に盛り上がり、普段聴いたことがない方々の歌も聴くこと

が出来ました。これからもプログラム、親睦活動委員に

色々な計画を練って頂き愉しい例会作りにご協力頂け

れば有難いと思います。宜しくお願い致します。 

今日は節分です。川崎大師に親戚がいて、１０年前に

豆撒きをしてくれないかということで、当時の会長と一緒

に衣裳を着て豆撒きをしたことを思い出します。また、節

分にその年の恵方に向かって食べると縁起が良いとされ

る恵方巻き（太巻き）は、大阪を中心とした風習でしたが、

今では、全国のデパート、スーパー、コンビニ等で売ら

れていて、当たり前のようになってきています。 

 

理事・役員会報告 

①地区より、米山奨学生の受け入れとカウンセラー依頼

の件について  引き続き引き受けることに決定。 

 

②創立５０周年記念事業実行委員会報告 

  野城実行委員長より報告あり 

  式典は、平成２６年４月又は５月に予定。 

  記念事業として支川都川に桜を植樹する。 

③懇親屋形船例会会計報告  承認される。 

 

■委員会報告                          

◇プログラム委員会より（小野成子委員長） 

３月第１週目（3/2）は会員卓話でしたが、都合が悪く

なり、急遽、シンガーソングライター・松本卓也さんにお

願いすることとなりました。各報告もあり、卓話と歌という

ことで、１５分間ほど延長させていただくことになりました。

宜しくお願い致します。 

 

■幹事報告               伊藤 和夫幹事   

２月１４日（火） 「インターシティミーティング」 

点鐘⇒ １５：００  会場⇒ ホテルポートプラザちば 

２月１８日（土）～１９日（日） 「第３５回ライラセミナー」 

 一宮少年自然の家にて開催。上田欽一会員のご協力

により、社員２名が参加。 

２月１９日（日） 「地区ロータリー財団委員会」 

 １６：００～ 会場⇒ 京葉銀行文化プラザ 

 出席者⇒ 吉田裕成地区委員 

２月１９日（日） 「国際親善奨学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ及び懇親会」 

１７：００～ 会場⇒ 京葉銀行文化プラザ 

出席者⇒ 吉田裕成地区委員、出井清会長、寺澤一

良カウンセラー、岡田さん 

２月２１日（水） 「第３分区Ｂ合同幹事会」 

 １８：００～ 出席者⇒ 伊藤和夫幹事 

５月６日（日）～９日（水）国際大会  

タイ・バンコクにて開催されます。 

皆さんのご参加、宜しくお願い致します。 

 

■ニコニコボックス報告                   

◇出井 清会長・伊藤 和夫幹事 

１月２０日、ＮＨＫ千葉放送局での移動例会、そして１

月２７日、隅田川での懇親屋形船例会と皆様ご苦労様

でした。屋形船でのカラオケ大会では９０歳の国友会員

をはじめ、皆様のご自慢の咽をご披露いただき、本当に

楽しい例会でした。有難うございました。 
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◇植松 省自会員 

五十嵐さん、市民懇話会での歌手デビュー、おめでと

うございます。歌も素敵でしたが、その前の心情溢れるス

ピーチに心を打たれました。 

寺澤さん、たくさんの写真、有難うございました。 

◇川合 柾栄会員 

屋形船例会での帰路、バス停で迷子になり、皆様に

大変ご迷惑をかけてしまいました。ゴメンナサイ！ 

◇向後 保雄会員 

１２月１０日が誕生日ですが、誕生日お祝いを有難うご

ざいました。 

１月２７日の懇親屋形船例会には参加出来ず残念で

した。次回はよろしくお願い致します。 

今日は節分、豆まきです。昨年は大変な年でしたが、

今年こそは良い年になるようにみんなで豆をまきましょ

う。 

◇吉田 裕成会員 

寺澤会員、写真をいつも有難うございます。 

五十嵐会員、歌手デビューおめでとうございます。感

動的なお話しとともに素晴らしい歌声に感動致しました。

ファンクラブ結成の折は、是非加入したいです・・・。 

 

■２月度会員誕生日祝い・結婚記念日祝い                       

≪誕生日祝い≫ 

８日 竹尾  白会員  ２８日 吉田 裕成会員 

≪結婚記念日祝い≫ 

 ６日 野城 友三会員   ６日 栗原 和保会員 

２６日 金親 博榮会員 

 

■出席報告 (会員数３７名)                      

 

出席者数２８ 欠席者数 ９ ﾋﾞｼﾞﾀｰ  ０ 修正出席率 ８３．７８％ 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・・・本日の卓話・・・ 

 

演 題…『私の人生について』 

卓話者… 大塚 裕正様 

 

自己紹介を兼ねてお話しをさせて頂きたいと思いま

す。 

私は、二人兄弟の長男として

千葉市で生まれ育ちました。千

葉市立松が丘小学校に入学し、

２年生の時に川戸小学校へ移

りました。バス通学をしておりま

して、２年生になって７月頃だっ

たと思いますが、台風が接近し

ているということで、下校命令が

出されました。バスで帰れば良

かったのですが、近所の友達３

人と色々なところを探検しながら歩いて帰ったのです。

自分たちは大変楽しかったのですが、日が暮れてから

帰ったものですから、親たちは大変心配して探していた

そうで、ものすごく叱られたのを覚えています。 

その頃の校長先生が、音楽が好きな先生で何かある

たびにアコーデオンを持ってきて演奏をしてはみんなで

よく歌っていました。それが影響したのか、５年生から中

学生までの５年間、トランペットを吹いていました。 

また、中学生になると、柔道に興味を持つようになり柔

道部に入部（当時、ドラマで柔道ものをやっていました）

しました。中学２年の夏、合宿で不衛生だったのか、左

右の腰部に膿を作ってしまい苦しかったのを覚えていま

す。今でしたら病院へ行って切開をするのでしょうが、膿

ぐらい自分で出せば良いという考えで痛くて苦しい思い

をしながら膿を出し、直径５～６mm の穴が開いたのを覚

えています。膿を自分で絞り出す辛さは 2 度としたくない

です。 

高等学校は新設校の千葉南高校へ入学しましたが、

普通の方には味わえない学校生活を送らせてもらいまし

た。それは、一期生ということで先輩が一切いないという

ことで自分たちがやりたいようにやってきました。 

高校を終え大学に行きましたが、大学では部活はやら

ないという親との約束だったのですが、実は山岳部に入

ってしまいました。休みの日は殆ど山へ登っておりまし

た。 

父は、私が小学５年生の頃に運輸業の会社を始めた

のですが、私は大学へ通いながら、親の仕事を手伝って

おりました。そんな中、妻と出逢うことになったのです。千

葉駅発の総武線各駅停車の中です。妻は友人（私の友

達の彼女）と一緒に結婚式に出るための服を買うために

東京まで行くところだったそうです。私はアルバイトで千

葉から大手町まで証券会社の書類を運ぶ仕事の途中で

した。毎日４０～５０ｋｇぐらいの書類をアタックザックに入

れ背中に背負って走っていました。たまたま同じ車両に

乗り合わせたのが始まりです。数日後に紹介して欲しい

と友人にお願いしたのですが、いざ逢う時になって綺麗

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 7,000 円 累計 511,976 円 

金の箱  200 円 累計 18,796 円 

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・22・29 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 2/16 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



な人だなとは思っていたのですが、顔を忘れてしまって

困ってしまいました。そんな中、実際に会ってみると思っ

ていた以上に綺麗で可愛く、私はひと目惚れ状態となり

ました。 

その後、お付き合いが始まりましたが、当時は、携帯

電話がないので公衆電話から電話を掛けていました。お

互いに働いていたり、生活環境が違っていたりしておりま

したので、待ち合わせ時間に遅れたりすると心配したり

苛立ちを覚えたりもしました。今思うとそれが良かったよう

な気がします。 

高校の同窓会で１０周年の時に会長が辞任し、その

後釜をやれと言われ簡単に引き受けてしまったのですが、

集まりが多く結構大変でした。しかし、いろいろな人との

交わりがあり、多くの知り合いが出来たことは本当に良か

ったと思っております。 

会長職は２０年間務めましたが、周年の式典をする時

にお金がなくて全額出したことがあります。その中で記念

誌や名簿を作成したのですが、結構苦労しました。しか

し、やる気になると出来るのです。余ったお金を繰り越す

ことが出来たのです。本当に困った時、何かしら知恵を

出していくと意外と大きな力になっていくということを実感

しました。今は会長職を降りましたが、当時の仲間とは今

でも付き合っていてとても楽しい思いをしております。 

私の先祖は名古屋出身です。尾張藩の武士で、位が

ある程度高い位置にあったということを最近知りました。

実は、３年ほど前に父からの依頼を受け、書類を公文書

館に送ったことがあります。何が入っていたのかは全く分

りませんでしたが、その中には、昔は密書を襟元に隠し

て運んだりしていたようですが、そういったものが入って

いたようです。現在、公文書館で調べているようですが、

それは事細かな政府の内容で、時代を変えるような内容

がいくつか出てきているということです。 

愛知県公文書館企画展「古文書にみる尾張藩士」の

案内文の中で、“尾張藩の重臣であった田宮如雲の生

家、大塚家の文書を中心にご紹介します。”とありますが、

その文書の殆どが父から頼まれて送った文書らしいので

す。今では時代が違いますが、こういったことがあったと

いうことが、自分の中で誇りに思います。 

私は今、運送会社を経営しております。良い仕事が来

るのは、運もあるかと思いますが、それはタイミングだと

思います。自分がどんなに良い案を持っていても、いくら

良いことを言っていても、人と人との付き合いがあって、

その時代の流れに合うかどうかはタイミングさえ合えばど

んなことでも成功して行くのだと私は思っています。父か

ら「おまえに会社を渡すと明日には潰れる」と良く言われ

ておりました。父から引き継いで始めたのですが、その

時に初めて会社にお金がないということに気が付きまし

た。今ではしっかりと運営が出来るようになってきました。

これも皆さんのお陰だと思っております。こういったロー

タリーのような輪を大切にして行くということが、将来的に

自分の成長にも繋がるし、社会貢献にもなるのではない

かと考えております。これからも必死になって頑張って行

きたいと思いますので、皆さんのお力添えを是非ともよろ

しくお願い致します。 

 

節分について 

 

節分（せつぶん、または、せちぶん）は、各季節の始まり

の日（立春・立夏・立秋・立冬）の前日のこと。節分とは

「季節を分ける」ことをも意味している。江戸時代以降は

特に立春（毎年 2 月 4 日ごろ）の前日を指す場合が多い。

季節の変わり目には邪気（鬼）が生じると考えられており、

それを追い払うための悪霊ばらい行事が執り行われる。

節分の行事は宮中での年中行事であり、『延喜式』では、

彩色した土で作成した牛と童子の人形を大内裏の各門

に飾っていた。 

豆を撒き、撒かれた豆を自分の年齢（数え年）の数だけ

食べる。また、自分の年の数の 1つ多く食べると、体が丈

夫になり、風邪をひかないというならわしがあるところもあ

る。豆は「魔滅」に通じ、鬼に豆をぶつけることにより、邪

気を追い払い、一年の無病息災を願うという意味合いが

ある。 （ウィキペディアより） 

 

  鬼は外！ 

 

 

福は内！ 

 

 

 

 

 

 

 

２０１２－２０１３年度ＲＩテーマ 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

第２３４５回例会 

日時⇒  平成２４年２月１０日(金) 点鐘１２：３０ 

演題⇒  『元気の源』 

卓話者⇒ プライベートリンパサロン マダムＫ 

        三枝 かをる様 

第２３４６回例会 

【第３分区Ａ・Ｂ合同インターシティミーティング】 

日時⇒  平成２４年２月１４日(金) 点鐘１５：００ 

会場⇒  ホテルポートプラザちば 
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