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日本百名城 平戸城 【長崎県平戸市】

《今年度のトップ写真は日本百名城を掲載いたします。撮影者：栗坂禎一会員》

■司会進行

豊田文智 副 SAA
◆点鐘

加藤智生会長
◆メ－クアップ【敬称略】
１２時３０分
◆Ｒソング「手に手つないで」 ・2/4 地区諮問委員会
山田修平
◆出席
会員 48 名
出席 33 名・欠席 15 名
◆出席率

75.00 %

◆前々回出席率 86.04 % 修正後出席率 86.04%
◆欠席者【敬称略】
嶋津正和・齊藤新一・林田謙志・近藤直弘
鶴岡大治・宮寺順子・塚本秀夫・根本光宏
勝呂泰樹・大澤藤満・鈴木秀幸
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国際ロ－タリ－
ＲＩ会 長
マ－ク・ダニエル・マロ－ニ－
地区ガバナ－ 諸 岡 靖 彦
ガバナ－補佐 小 川 義 則

■ゲストのご紹介
加藤智生会長
◇ 中野麻美 様 ◇ 石井文子 様
■新会員入会式
加藤智生会長
・新会員紹介
ご入会を心より歓迎いたします。
・ロータリ－の目的・四つのテスト贈呈
・ロータリ－ピン贈呈

・援助会員指名
加藤智生会長
金見和子会員が援助会員に指名されました。
・推薦者挨拶
金見和子会員

者も７万人を超えているようですが、その８割は
軽症だそうです。ですので、当然自己防衛は必要
ですがあまり過敏にならなくてもよいと思いま
す。
本日は女性会員についてお話しさせていただき
ます。
ロータリーが女性会員の入会を認めたのは１９
８９年、今から３１年前のことですからそんなに
昔のことではありません。女性を入会させる動き
は１９７０年代からあり、１９７７年に米国カリ
フォルニア州のデュアルテＲＣが当時のＲＩの
定款に抵触するのを承知で女性会員を入会させ
ＲＩから除名されたそうです。
その後１９８７年に米国連邦最高裁判所でＲＣ
は性別を理由に入会を拒否できないと判決が下
り、その二年後ようやく女性が会員になったそう
です。
現在２７９０地区の会員数は１２月末の時点で、
２８１４名です。そのうち女性会員は２１１名。
７．５％。我々の木更津東ＲＣは４５名中５名。
１１％です。ＲＩは２０％を越えているようです。
本日２名の女性会員が入会しました。４７／７で、
約１５％になるわけです。
来年度はガバナーも女性、本年度第五グループ７
クラブ中２人の女性会長です。私の職場も９割は
女性です。我々のクラブも女性会長が誕生するの
もそう遠くない将来だと思います。

■幹事報告

藤永範行幹事

【第 8 回理事会報告】
出席者

・委員会配属発表 藤永範行幹事
新会員 中野麻美さん・石井文子さんの配属
先はクラブ管理運営委員会と決定いたしま
す。
・新会員挨拶
中野麻美会員
石井文子会員

12 名＋事務局

審議事項
① 2020 年 1 月分収支報
告の件→承認されま
した
② 会計理事承認 の件
→佐藤丈夫さんで承認されました
③ 新会員推薦の件→中野麻美 様
石井文子 様
二名承認されました
④ ６/１０(水) 2500 回記念例会 【教育講演
会】日程変更の件→６/１０(水)１５時
決定しました。
⑤ 新規米山奨学生新規世話クラブ・カウンセ
ラ－引受けお願いの件→今回は無しで
す
報告事項
① ＩＭテーマ「台風災害について」の発表
者→渡邉元貴さんに決定

【幹事報告】
■会長挨拶・報告

加藤智生会長
はじめに先日の地区大会
にご参加いただきました
メンバーの皆様お疲れ様
でした。
マスコミ等で騒がれてい
る新型コロナウィルスの
致死率２％だと発表され
ました。全世界での感染

1) ガバナ－事務所より地区大会のお礼状が届い
ておりますので回覧いたします。
2) 地区より R 財団寄付金レポートが届いており
ますので回覧いたします。
3) 次週２/２６(水)例会終了後 2020-2021 年度
第三回被選理事会が開催されます。
ご案内は後日被選理事へご案内いたします。
他クラブからのお知らせ
1）上総 RC・富津中央シティ RC、君津 RC より「週
報」届いておりますので回覧いたします。

2）袖ヶ浦ＲＣ、木更津ＲＣより例会変更、休会
の案内が届いておりますので回覧いたしま
す。
その他のお知らせ
1)「KIFA メールつうしん第 2020 年 2 月号」が届
いておりますので回覧いたします。
2）東日観光(㈱)よりホノルル大会の案内が届い
ておりますので回覧いたします。

◆有島敏夫会員より、
先日、ご逝去されまし
たご 令室へのご 会葬
のお礼と、ロータリ－
が大 好きでいら した
亡き 奥様のお話 をし
てくださいました。心
より ご冥福をお 祈り
いたします。
◇林考二郎会員より「第 4
回戦略会議」のご案内が
ありました。
◇ニコニコボックス
ク ラブ管理運営委員会
田口理紗会員
・平野秀和会員
誕生祝いをいただきあり
がとうございました。健康
に注意して頑張りたいと思
います。
・有島敏夫会員
1 月 25 日、62 回目の結婚
祝い日に美しい花束をいただきありがとう
ございました。 家内も病室でたいへんきれ
いな花だと喜びました。一週間ほどで亡くな
ってしまいましたが、ロ－タリ－が大好きで
したので、葬儀にたくさんの皆様にご会葬い
ただきましたことを、故人もさぞ喜んでいる
と思います。
【大きくいただきました。
】
・大森裕資会員
49 回目結婚記念日にきれいなお花を頂きあ
りがとうございました。新入会員推薦者とし
て佐藤君をよろしくお願いいたします。
【大きくいただきました。】
・佐藤丈夫会員
前任の石渡より、依頼をうけました。
先般ロ－タリ－より結婚記念日のお祝いを
頂きました。退会のタイミングとなりました
がお気遣いに感謝・恐縮しております。
大変ありがとうございました。
■例会アワ－

クラブ管理運営委員会
司会 藤野宏冶会員
順次、ベテランのメンバ－
に卓話をお願いしており
ます。今後ともよろしくお
願いいたします。

【現役メンバ－卓話】
坂井健治会員
《人生の分かれ目》
今日は『人
生の分かれ目』
ということで、
生きてきた中
で必ずどこか
で右行けば良
かったか、左
行けば良かっ
たかという分
かれ目がある
のではないか
と思っていて、
これについてお話しをします。
私は東京の中野で育ったのですが、会長と同じ
でヤンチャやってたものですから大学を落ちま
した。木場と木更津で材木屋をやっていた親戚が
それぞれおりまして、木場のおじさんの所は私の
ひとつ違いで一人息子の高校生がおり、木更津の
方は子どもが四人いました。木場の方は子どもが
一人だったので、自分の所へ来て一緒に勉強すれ
ば、慶応大ぐらいはいけるかもしれないって言わ
れたのですが、どうもおばさんがちょっとキツか
ったので、木更津はおばさんが優しいし、この家
に行って大学入学のための勉強をしようと思っ
て木更津に来ました。
これが最初の人生の分かれ目です。木場の方に
行っていたらちゃんとした大学に行って、夢であ
ったペリーメイソンのような弁護士の道に進め
たのかなと思うのですが、楽をするつもりではな
かったのですが、木更津の方に来てしまいました。
最初に木更津に来た時に驚いたのは、夜も 7 時
になると、あのころは東口が無くて西口だけだっ
たんですが、真っ暗になってしまうのですね。自
分がそれまで住んでいた中野は 10 時頃でもゾロ
ゾロ人が歩いていますし、電気も消えていません。
早稲田大学の寮があって、早慶戦があると夜中ま
で早大の学生が大騒ぎしていました。で、木更津
に来て材木屋に入りまして勉強だけすればいい
のかと思ったら、人生はそんなに甘くなかったの
ですね。朝から晩まで材木を担がされまして、当
時は木更津の港に外材と言って、アメリカから仕
入れた米栂を海に浸けておくのですが、これを曳
いて置き場まで運ぶわけです。これが水に浸かっ
ているのでとにかく重たいんですね。それを毎日
のようにやっていたのでとてもじゃないですが、
仕事が終わるとご飯食べたらすぐ寝てしまう。そ
ういう生活が続いて、事務所の 2 階が 18 畳半あ
ったのですがそこに寝ておりまして、ここで毎晩
夜 8 時頃になると、実家に会社の電話から毎日電
話して文句を言っていたのですよ。会社の電話だ
ったんでタダでしたから。何でこんなにここへ来
て苦労しなくちゃならないんだ、とか文句ばっか
り言ってたので、両親が８時頃になると、今度は
お前出ろお前が出ろってやってたみたいですけ
ど。
これらはちょうど昭和 39 年の東京オリンピッ
クの年だったんですね。当時の休みは 1 日と 15
日の月 2 回だけで、とてもじゃないけどオリンピ
ックなんか見るような時代ではなかったし、テレ
ビも無いですし、何も無くて、ただ仕事をして寝
るだけの生活でした。
そんなある時に、事務所で履歴書があるのが目
に付きまして、ちょっと見たらなんと生年月日が
全く自分と同じ女性がここに勤めたいというこ
とで応募してきたのですね。今までの小学校・中
学校・高校でたくさんの生徒がいたわけですが、
生年月日が一緒の女性とは会ったことが無かっ
たんです。で、これは何か縁があるのだなと思っ
て一生懸命見ていたら、社長であるおばさんが
「ケンちゃん、こんな綺麗な人はあなたを相手に

してくれるわけないからダメだよ」と言うのです
ね。こちらは東京でそれなりに遊んできているし
冗談じゃないよって。田舎の女の子にバカにされ
るかと、アタックしましたよ、猛烈に。そうした
ら何とか上手くいきましてお付き合いできるよ
うになったのですが、その子は 17 歳の時に乳が
んになってまして、左側を全摘出してしまってい
たのですね。それを承知で一緒になれるかと言う
し、奥さんというのは丈夫で健康で長生きするよ
うな人がいいんだというのです。19 歳で知り合っ
て、成人式の時は東京に一緒に連れて行って両親
に紹介したりしましたが、それから 4 年待たされ
まして、24 歳の時に一緒になりました。一緒にな
れて本当に幸せでした。
私は 40 歳の時に胃がんになりまして、その年
は妻の親も乳がんになり、8 月に妻が乳がんにな
り、妻は池田ワコー病院に入院しましたが、特別
室が無いというので妻が退院するのを待ってか
ら入院して、手術により胃の 3 分の 2 を取りまし
た。結構長く入院して 54 日間入院しました。多
くの方がお見舞いに来てくれましたが、お見舞い
に来た方は帰っていきますよね。私はそうした
方々が帰っていくのを上の病室から見ていまし
て、自分はこの病院から元気で退院できるのかな
といつも寂しく思っていたんですが、運良く退院
することができました。その頃に思ったのは、自
分は何か世の中のために役立つようなことをし
てきたのだろうか、と考えた時に何も無いじゃな
いかと思い立ちました。で、今度無事に退院して
元気になったら世のため、人のためになるような
ことをやれないかと思っていたところに、ロータ
リークラブに誘われて入会をさせていただきま
した。
ロータリーには入ったもののなかなか人のた
めになるようなことができなかったのですが、ゴ
ルフ愛好会の幹事を引き受けるようになり、30 年
近く幹事をやっておりますが、これも一つの人の
ためになることなのかなと自分では思っていま
す。
クラブの会長になったのは今から 10 年前、
2009-2010 年度の会長を務めました。幹事は材木
屋仲間の豊田君に引き受けてもらいました。私が
幹事をやったのは 2004 年だったのですが、この
時に幹事としてやりたいことをいくつか提出し
たのですが、理事会で反対にあいまして全部ダメ
になってしまいました。この中には健康のために
タバコは止めたほうがいいということで、例会場
でタバコを吸わないようにって提案したんです
けど、まあ、簡単に蹴り飛ばされてしまいました。
で、当時の八宝苑の社長がクラブ会長だったので
すが、お前どうしてもやりたかったら、自分が会
長になった時にやりなさいよということでした
ので、自分が会長になった時に「禁煙」と言うと
みんなに反対されてしまうので、ホテルの配膳係
の人に頼んでとにかくテーブルにある灰皿を全
部下げちゃってくれって。決して、何か言われて
も会長の意思だから灰皿をテーブルの上に持っ
ていったらいけませんよと。それで外に灰皿を持
っていってもらって、例会場ではタバコを吸わな
いようになりました。
会長になって一番大変だったのは、ガバナー補
佐だった山田さんが突然ガバナーノミニーに立
候補するからサインをしてくれと言われまして、
えーって思ったのですがサインをしたんですけ
ど、第４分区では反対となりまして、分区内の誰
も山田さんを推薦したことはないと、あっちこっ
ちで言われました。それで、私と豊田さんと渡部
さんの３人で第４分区の全クラブの例会にお邪
魔をさせていただいて、すみませんちょっとお時
間をいただけますか、ということで「皆様にお断
り無しでガバナーノミニーに立候補しましたが
申し訳なかった。今からでもいいんで推薦をして
協力をいただきたい」と全クラブを回りました。
私は割と平気なもんですから、どこ行ってもああ

そうですかと聞いてもらえたのですが、肝心の親
クラブの木更津ロータリーがなかなか首を縦に
振ってくれなかった。いいんじゃないの坂井さん、
と言ってくれたのは堀内さんのお父さんだけで
した。で、もう亡くなりましたが黒田さんなんか
は猛反対で、一筆啓上と言うのでガバナー事務所
まで反対理由を書いて出してしまった。黒田さん
とはお付き合いがあって、ゴルフ関係でも色々と
話したんですが、とにかく納得できないからダメ
だということで、彼からはとうとう取り下げても
らうことなく、その文書がガバナー事務所に行き
ました。それでもその内にガバナーとして認めら
れて返事がきましたので、良かったねと。会長に
なって一番大変だったのはまあ、これでしたね。
60 歳になった時に 3 回目の結婚があって、私の
車のナンバーは 6021 でこれは 60 歳と 21 歳とい
う意味であります。結婚して、還暦で生まれ変わ
って頑張らなければいけないなと思っていたと
ころ、65 歳の時に長女が生まれました。こんなに
嬉しいことはなかったですね。今まで子どもがい
ませんでしたから。もうできないものだとあきら
めていたのに、子どもができましてこんなに可愛
いものはないなと思って、今では何でも言いなり
になってしまいます。何か言われると、はいはい
わかった、うんうんって言ってしまうから段々と
我儘になってきたんですが、妻は長女に「ありが
とう」という言葉を言いなさいと教えております。
ありがとうと言われて怒る人はいないですね。で
すので、私もありがとうって言ってもらうように
したほうがいいかなということで、皆で五回ずつ
ありがとうって言うようにしています。普段はな
かなか生意気ですが、こういうときはいいですね。
現在の生活で一番気を付けていることは身体
のことです。朝、目が覚めた時に目が覚めてあー
嬉しいなあと思ってベッドを降りて立つ。2 階か
ら 1 階に階段をいつもと同じように降りてきて、
神様にお水をあげていつもと同じような生活が
今日も一日始まって。元気に日々暮らせるならこ
んな幸せなことはないなと神様にいつもお祈り
しています。健康だった人も足が弱ってきてしま
いますよね。私も夜中に足が攣って、フクラハギ
が痙攣して飛び起きんですが、座ってばかりじゃ
ダメでもっと歩かなきゃダメだよと言われてい
ます。家には犬が庭で放し飼いでいまして、放し
飼いだから散歩もしなくていいかあと思ってい
たんですが、陽気が温かくなったら犬を連れて散
歩に行こうと思います。
なんかまとまりの無い感じになりましたが、私
の話を聞いていただきまして本当にありがとう
ございました。

木更津東ロ－タリ－クラブ事務局メ－ルアドレス

本日のメニュ－

点鐘 加藤智生会長 13:30
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