
 ２０１３年４月第１週号 

第２３９８回 
平成２５年４月５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                           

・ALSOK 綜合警備保障(株)千葉支社 

 和泉竜也様、 爲定信哉様 

 

■会長挨拶及び報告    鈴木 美津江会長       

今日は悲しいお話をさせて頂きます。今朝の新聞に私た

ちが桜の苗木を植樹した場所で、３０本の桜がノコギリのよう

なもので切り倒される！という記事が掲載されておりました。

私たちが植えた桜は無事でしたが、このように桜が切られて

しまうというようなことは、とても残念で悲しい気持ちでいっ

ぱいです。これから私たちが植えた桜は責任を持って育て

なければとならないと痛感しました。皆様のご協力、宜しく

お願い申し上げます。 

 

理事・役員会報告 

１． 入会候補者の件 

水野氏 承認される。 

２． オリエンテーション開催の件 

新会員さんが増えているため、オリエンテーションを開

催し、親睦を深めていきたい。詳細は後日。 

３． ５/２８、市原中央ＲＣ訪問の件 

当初の昼例会を先方のご厚意により親睦を深めるため

にも夜例会ではどうかということで承認。 

点鐘⇒１８：３０ 会場⇒久松本店(バス送迎あり) 

 

 

■第３６回ＲＹＬＡセミナー 参加報告             

爲定信哉さん↓    和泉竜也さん↓    

≪和泉 竜也さん≫ 

 まず、率直に申し

上げますと、不勉強

でロータリークラブの

ことも、ＲＹＬＡという

ことも全く知りません

でした。当初、この

セミナーへの参加は 

気乗りがしないというのが本音でしたが、 ウォークラリーを

中心としたイベントを通して様々なことを学ばせていただき

ました。職業倫理・職業奉仕の考え方は、普段考えてもい

なかったことで、非常に勉強になりました。また、ロータリー

の会員の皆様のような、普段お話が出来ない方とお話しさ

せていただくことが出来、気乗りがしないという当初の考え

が変わってきました。ウォークラリーでは、情報の少ない中

での決断の仕方など、ビジネスとか人生において役立ち、

問題解決のヒントが様々なところで散りばめられていたよう

に感じました。ここで学んだことをこれからの人生に取り入

れて行きたいなと思っております。 

≪爲定 信哉さん≫ 

今回、多種多様な職業の方々と会話をしていく中で、自

分の考え方の狭さを感じました。また、ウォークラリーを通し

てチーム一丸となって協力したことによって生まれた成果を

今後の仕事に生かし、職業奉仕に繋げていければと思い

ました。有難うございました。 

 

■幹事報告           杉本 峰康幹事       

・次週１２日の例会は、千葉北ＲＣ訪問例会とし１０日(水)へ

変更します。 （点鐘⇒１８：３０ 会場⇒ホテルポートプラザちば） 

 

■会員誕生日祝い・結婚記念日祝い                 

〔誕生日祝い〕 

１日 永安 重治会員   ３日 今関 眞人会員 

１９日 末吉 永久会員  ２９日 大塚 裕正会員 

３０日 小野口 壽一会員 

〔結婚記念日祝い〕 

１日 小野 成子会員  １８日 松崎 章夫会員 

１９日 大塚 裕正会員 
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■ニコニコボックス報告                     

★鈴木 美津江会長、杉本 峰康幹事 

綜合警備保障(株)千葉支社より、和泉竜也様、爲定信哉

様、ようこそいらっしゃいました。ＲＹＬＡセミナー参加報告

を楽しみにしております。宜しくお願い致します。 

★永安 重治会員 

 本日は、ライラセミナー報告で、爲定と和泉の二人がお世

話になります。二人とも将来ロータリアンになる可能性のあ

る人材です。可愛がって下さい。私は所用で出席出来ませ

んが、メーキャップは済ませてあります。 

★竹尾 白会員 

仕事で例会を２回、欠席しました。あとは、頑張りま

す！ 

 

 

■出席報告 (会員数４３名)                    

 

出席者数３１ 欠席者数１２ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ２ 修正出席率 ７９．１０％

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さ i. 

 

 

・・・・・ 本日の卓話・・・・・ 

演  題⇒ 『自己紹介』 

卓話者⇒ 江沢 一男会員 

 

生まれは、千葉県長生

郡一宮町一宮です。  

上総一ノ宮（玉前神社）

は、１２００年以上の歴史を

持つ裸祭り（１３社）、一宮・

岬の海岸通りはサーフィン

で有名です。山間には洞

庭湖（中国にもある）があり

ます。また、一ノ宮は軍人

の別荘地としても以前は有

名でした。野菜・果物では、

ハウス栽培のトマト、７月に

は長生きマスクメロン、９月には梨が採れます。 

 現在は、いすみ市岬町に住んでいます。銚子から始まる

九十九里浜の最南端「太東岬」の山間、飯綱寺（波の井八）

の欄間の彫り物で最近では有名（北斎の浮世絵の富士と

波の元になったとも言われている。）になりました。 また、マ

ラソンの増田明美さんのふるさとでもあり、毎年１２月の第１

週の土曜・日曜日に増田明美杯を開催しています。歌手の

マイク真木さんも在住しておられます。 

 

自分の紹介の前に母親自慢をしたいと思います。大正６

年４月生まれで、名前は春に生まれたので「はる」、平成１６

年に９０歳で他界しました。戦前に母親が草津でスキーを

楽しんでいた写真が残っています。本人はハイカラであっ

たとか・・・、顔立ちは、エリザベステーラーに似ていたと自

負していました。そのような母からどうしてこのような男が生

まれたのか不思議です。 

終戦後の生活は貧しく、私が物心ついた時には、軍人だ

った父親はいませんでした。母親は、雑貨屋を営んでいた

ようですが、私が小学校へ行く頃には、行商をしておりまし

た。朝、１番列車（ＳＬ機関車の時代）で両国（人形町）まで、

米や野菜を背負って売り歩いていました。当時は、闇屋と

言われ、食糧等は統制化にあり、時々一ノ宮の駅で警察官

に捕まっていたとのこと。その警察官も貧しく没収した食料

は、自宅に持って帰ったようだったとのことです。   

もう２０年位前だと思いますが、人形町で「人形町を紹介

する小冊子」を作ることになり、人形町で一番有名人は誰

か？ということになり、私の母親（千葉のおばさん）が第１号

の表紙を飾り、そして人形町で永年行商の商売をしていた

ことから、記事にもなりました。ちなみに、２番目の有名人は、

水天宮の階段下で靴磨きをしていたおじさんでした。母親

は、行商時代に２回の取材を受けて掲載されました。  

母親は、暮れになると注文を受けた家につき立てのお餅

を卸していましたが、露店でも売ったら自分の予想よりも売

れて、仕入れを多くしました。お客はサラリーマン（故郷に

帰れない人）が買っていくことが多かったそうです。当時の

「のし餅」は一升餅だったので、半分で売ってくれとの要望

が多かったことから、半分づつビニール袋に入れて販売。 

これが売れ、次は、硬くなると包丁で切るのは大変との声を

聞いて、柔らかい内に切れ目を入れ売り出したところ、これ

がまたよく売れました。露店で売れるので食料品店に卸す

ことになったのですが、売れ残りが出るため、母親は、売れ

残りを引きとることを条件に仕入れを拡大し、他の行商仲間

もお餅の商売を始めることになりました。 

２０年以上前で、日銭で儲けが一日１万円になると自慢し

ていました。しかし、お餅の販売に大きなライバル「佐藤製

菓、亀田製菓」が現れ、業務を縮小し、７０歳で商売を辞め

ました。母親は学歴はありませんでしたが、知恵者（アイデ

アウーマン）でありました。 

 

さて、本題の自己紹介ですが、私は、高校・大学等の学

歴はありません。県立職業訓練所を卒業しましたが、当時

の訓練所は家業を継ぐため、頭は良いが高校に行かないと

か、大学を出て専門業を学ぶために入所するなどの様々な

人々の交流もあり、勉強への関心も芽生えた時期でありま

した。高度成長に乗って、金の卵とかの言葉も出てきた時

代でした。  

趣味は、ツーリング（修理）、スキー（教室２０年）、庭木

（盆栽）、蘭栽培（西洋・東洋）です。 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 5,000 円 累計 654,000 円

金の箱 350 円 累計 5,659 円

千葉ＲＣ 月 4/15 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 4/30 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 4/23・30 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 4/17 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 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 4/25 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



私は、昭和４４年４月に京葉臨海鉄道に第７期制として入

社し、４４年の勤続となります。昭和４７年１２月にプロパーと

して第１号の機関士となりました。 

当時は、国鉄ＯＢの機関士だけで、受験に向けた体制が

会社にはありませんでしたので、私は、運転法規等本を交

通図書館（地方鉄道運転規則）から購入し独学で学科試験

（一次試験）に合格し、実務試験は国鉄ＯＢ機関士から指

導を受け無事合格しました。 以後、体制も整い、現在では、

プロパー機関士だけで頑張っています。昭和４９年から機

関士として乗務し、当時の専務（国鉄ＯＢ）が千葉ＲＣに所

属していまして、ローターアクトの会員増強のため各社から

紹介するように言われていたようで、昭和５１年の６月だと思

いますが、若い女性がいるし食事も出来るので入会しない

かと言われ、下心満載で、勝浦から通勤していた後輩（男）

と一緒に入会しょうとしましたが、後輩は、雰囲気に馴染め

ないことや、帰りが遅くなるので無理とのことで入会はしませ

んでした。 

私は、役員の紹介もあり、１年間は退会しないつもりで入

会しましたが、周りは、品の良い学歴のある人達ばかりで、

非常に硬い雰囲気でした。点鐘も会長・副会長不在で代わ

って会計が点鐘をする状態も多かったです。 

私はクラブ奉仕委員会に所属したおかげで、会報作り

（当時は手書き）、クラブの飲み会、親睦旅行等々、人との

交流により、みなさんに本当に親しみを持って交流をしてい

ただきました。学歴偏重も差別もなく、平等に付き合ってく

れました。 翌年位から会員も増え、千葉県のローターアク

トの中で一番の組織になりました。 

ローターアクトの思い出の一つに、「第１回・千葉の親子

三大夏祭り」のイベントの一環として、露店の話しがスポン

サーであるロータリークラブから話があり、ロータリアンの

方々のお歳暮、お中元等で余っている物を貰い受けて販

売することとなり、伊藤さんの家から４トントラックを借り受け、

品物がトラック３台分以上も集まり、急きょテントを２張りにし

て、販売したところ、品物は完売で、大変良いものを安価で

販売したことから、翌年からは、あまりの人だかりに規制する

状況でした。 

ローターアクト入会当時、私は組合の役員をやっていま

して、旧国鉄の動労千葉、国労や組合上部機関との交流

が盛んな時で、共産党宣言やマルクス・レーニン主義（社

会主義）の勉強もしていました。 

ローターアクトとの二足の草鞋に戸惑いもあり、悩んだ時

期もありましたが、ローターアクトの仲間との交流やロータリ

ーの方々との交流、特に歯科医の尾崎先生には、歯の治

療を通じ奥様にも大変お世話になり、先生からは、“最後ま

できちんとやりなさい”との言葉も頂戴しました。組合活動も

後輩にきちんとと引き継ぎをしました。 

尾崎先生宅には、カナダからの留学生（女性）を受け入

れていて、ローターアクトに在籍し親睦もあり、当社の列車

（機関車）に添乗しました。初めての女性の添乗で、まして

や外国人であり、現場の社員はびっくりしていました。 

私は、ローターアクトの良さを肌で感じ経験しましたので、

後輩を１名づつ計４名を入会させました。  

現役時代の県下のローターアクト活動は、職業奉仕委員

会の活動が盛んで、「無償の奉仕」を基本に置いた思想の

中、週休二日制は是か非か、また、会話・話し方についても

かなり活発な意見交換をした記憶があります。特に、「言葉

の哲学」を勉強していた、千葉製粉の市川さんの話し方教

室は、話すときの姿勢・言葉使い・会話による交流等の講

演は印象に残っています。 

この他、韓国の「東仁川ローターアクト」との姉妹提携も

大変印象深いものでした。カメラを向けると顔を隠す人もい

ましたし、ホームステイした家の父親は日本語を話しました

が、強制的に覚えさせられたとのことで、日本への思いは

複雑だったようです。 

私は、カメラ担当として、姉妹提携の撮影を８ｍｍフィル

ムに納め編集しましたが、ロータリーへの貸し出し後、フィ

ルムの所在は不明です。帰国後、泉公園近くの「割烹・倶

楽部泉水」で報告会を行いました。ローターアクトの女性２

人はチマチョゴリを着てとても喜んでいたことも思い出で

す。 

千葉ローターアクトは、１０年前に解散しましたが、私は、

ＯＢとして、例会にも定期的に顔を出して活動のアドバイス

をしてきました。最終例会にも出席しました。チャーターメン

バーを含め、最も千葉ローターアクトに関わった人間と自負

しています。そんなこともあり、千葉ローターアクトの鐘・旗

の保管場所がないことから、私が管理保管することを申し出

て、現在も預かっています。私が退会した２年後位に、千葉

ローターアクトＯＢで作る「涯友会」が出来、年長の私が名

目会長としてスタートし、今でも交流が続いています。メン

バーは、２５名で同じ職業の人はいません。 

このように人間育成に多大な影響を受けた、ローターア

クトに対して、原点であるロータリーへの入会の機会があれ

ば何らかの形で恩返しが出来るのではないかと思っていま

した。肩書も役員となりまして、仲間入りの土台が出来たこと

や、昨年１０月に京都に行った際、東本願寺の改修工事の

会長を務められていた方が、ロータリアンでした。その方の

奥さんの父親が運送業の関係で知っているだけの関係で

したが、私達夫婦に大変親切していただきました。これが、

ロータリーかと思いました。その後、伊藤さんから入会のお

誘いもあり、タイミング良く入会させていただくことが出来ま

した。 

ロータリーのことは、これから学ぶことが沢山あるかと思い

ますので、今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。 

                    (文 江沢 一男会員) 

 

 

 

 

 

第２３９９回例会 

≪千葉北ＲＣ訪問例会≫ 

日時⇒ 平成２５年４月１０日(水) 点鐘１８：３０ 

会場⇒ ホテルポートプラザちば 

第２４００回例会 

日  時⇒ 平成２５年４月１９日(金) 点鐘１２：３０ 

卓話演題⇒『人は何によって輝くのか』 

卓話者⇒  作家  神渡 良平様 

 


