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2014～2015 年度 

国際ロータリーテーマ ロータリーに輝きを 

国際ロータリー会長    ゲイリー C.K. ホァン 

 

第 2790 地区ガバナー  宇 佐 見 透 

第 6分区ガバナー補佐  諏 訪 武 士 

東金ロータリークラブ会長 髙 橋 邦 夫 

〃      幹事 小久保 良 行 

〃   広報委員長 岡 本 秀 男 

 

 

東金ロータリークラブ 概要 

Togane RC Information 
創  立 1959 年 9 月 15 日 

ＲＩ承認 1959 年 10 月 17 日 

例会日  火曜日 12:30～13:30 

例会場  東金商工会館４階 

Makeup fee \2,000 

Web： http://www.togane-rc.jp/ 

事務所 〒283-0068 

千葉県東金市東岩崎 1-5 

東金商工会議所内 

TEL 0475-52-1101(代) 

FAX 0475-52-1105 

E-mail: info@togane-rc.jp 

第 56 巻第 5 号 通巻第 2656 号 

第 2656 回例会 

２０１４年（平成 26 年）７月 29 日 

18:00 点鍾 九十九里「まるに」 

 

∽∽∽ Program ∽∽∽ 

 

開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

食事 

会長挨拶 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言と点鐘 

懇親会 

 

会長 

「R-O-T-A-R-Y」 

幹事 

お食事処「まるに」 

髙橋邦夫会長 

小久保良行幹事 

 

親睦委員会 

管理運営委員会 

会長 
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◆会長挨拶 

高橋 邦夫 会長 

 

毎年この時期は高校野球のシーズンで、校長と

しては応援観戦が重要な業務になります。試合日

程は事前に発表されるのですが、天候の関係で延

期になったり、試合会場が急遽変更になることもあ

ります。チームが強くなると、勝ち進んだ時の日程

も考慮に入れなければならず、まずは千葉大会の

決勝戦の日までは予定表に記入して、なるべくス

ケジュールを空けるようにしています。勝ち進むほ

ど、通常業務が先延ばしになってしまい嬉しい悲

鳴という状態になります。全校応援を組むようにし

ていますが、野球部のある高校でしか体験できな

いことで、青春時代に友人と肩を組んで一心に応

援したという記憶をすべての生徒に持たせたいと

思っています。これは、かつて女子高校だった時

代には、体験したくてもできないことでした。 

ひるがえって、ロータリークラブについて考えて

みると、やはりロータリーならではの体験、ロータリ

ークラブの会員でなければ体験できないようなこと

がいくつも思いつきます。 

以前父がロータリアンだった時に、一緒に生徒

の引率で訪れたギリシャで、ロータリーバッジの効

力を実感した体験があります。たまたま訪れたシン

ダグマ広場の土産物店のオーナーがロータリアン

で、父と互いの襟のロータリーバッジを見て意気投

合しあい、つれていた高校生全員がその店で割引

で購入しても良い、と言ってくれたのです。もちろ

ん生徒は大喜びです。バッジひとつで信頼され、

歓迎されるというのがロータリーだと父から説明され

たのですが、今自分がロータリアンになって、同じ

ように思います。出会った相手の襟元にロータリー

バッジを見ると、四つのテストを実践し、ロータリー

の奉仕の理想を共感する人であり、悪人ではない、

という信頼感を抱きます。 

ほかにも、通常なら出会えない方々との出会い

や交流ができ、ロータリーのネームバリューで、ど

のような方々も喜んで例会を訪れて講演してくれま

すし、視察を依頼すればどのような場所にも訪問

できます。出席メーキャップで日本中、世界中のク

ラブに堂々と顔を出すこともできます。ロータリーな

らではの様々な体験を、これからも東金ロータリー

クラブの皆様と一緒に楽しんで参りたいと思います。 

 

◆幹事報告 

 
小久保 良行 幹事 

 すでに先週の例会時にご連絡済みですが、

来週は移動例会です。送迎バスの手配を

いたしますので、東金商工会館駐車場に１

７：２５までにお集まりください。点鍾は１８:０

０です。現在の参加者は１６名です。 

 各委員会委員長にはご案内済みですが、

以下の通り各委員会がございます。 

 ７月２７日（日）１３:００点鍾 

管理運営委員会（アパホテル東京ベイ

幕張） 

第２６５５回例会の記録 ＜７月２２日＞ 



======================Togane Rotary Club  2014-15 ===================== 

Page 3 

 ８月１日（金）１３:００点鍾 

広報公共イメージ委員会（千葉市生涯

学習センター） 

 ８月３日（日）１３:００点鍾 

ロータリー財団委員会（アパホテル東

京ベイ幕張） 

 ８月１０日（日）１３:００点鍾 

奉仕プロジェクト委員会（三井ガーデ

ンホテル千葉 

 ８月２３日（土）１３:００点鍾 

 会員増強退会防止委員会（ポートピア

千葉） 

 ８月２４日（日）１３:３０点鍾 

米山奨学会委員会（京葉銀行文化プ

ラザ） 

すでにご参加のお申し出をいただいている方に

つきましては、申込み済みです。 

 ８月５日（火）は理事会がございます。理事

関係者は１１:３０にお集まりください。合わ

せて今後の審議議題がございましたら、７

月２９日移動例会時に幹事までご連絡くだ

さい。 

 お手元に東金ロータリークラブパンフレット

を２部ずつお配りしておりますので、会員の

ご紹介をいただける方はご利用ください。 

 

◆委嘱状伝達 

 
渡邉直樹 会員 
青少年奉仕委員長、親睦活動委員 
 
 
 
 

◆卓話 

 

並木孝治 会員 

「私の一生（一升）」 

みなさまこんにちは。 

会員卓話を何にしようかと、昨日の夜まで考えて

おりましたけれど、思いつかないもので、私の一生

をちょっと話させてもらいます。 

私が生まれたのは隣の町 八街。今は市ですが

八街町で生まれました。２０歳の時まで八街で、そ

れから東金に越してまいりまして、こちらの方が長く

なりました。 

私の生まれた場所は、旧陸軍、あれは飛行場な

のですが、偵察部隊だと思いました。生まれる前ま

で飛行機の残骸が残っていたところですが、そこの

格納庫の中を改造いたしまして、うちの親父が精

米とか大豆を粉にしたり、油を採ったりなどの仕事

を営んでおりました。それが、３歳の時に倒産しまし

た。当時落花生相場というのがございまして、売買

で、２０万円が４０万円になったり半値なったり…そ

ういう相場の動きがありましたね。それで大半の人

が落花生相場で潰れたそうだ、と聞いております。

その中で今やっている落花生屋さんは生き残り、と

いうことです。うちの親父は商才がなかったので潰

してしまい、それから八街の町中で、親父の同級

生だったうちに間借りをしました。 

今は間借りなんてありませんよね。一部屋を借り

て、その時一番俺は貧乏だなぁと思いました。小学

校に上がりますと、ちょうど小学校一年の時に弟を

幼稚園に送り届けて、親父とおふくろは朝の始発

の電車で行商というのでしょうか、鶏卵の仲買をし

ておりましたので、それを東京の方にもって行くと
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いう商売をやっておりました。私が起きた時にはご

飯とおかずが用意されていて、それを食べて、弟を

幼稚園に送って自分は駆け足でぎりぎりセーフで

小学校に行って…そういう生活を送っておりました。 

小学校３年生の時に、町営住宅に入りました。そ

こで２０歳までいましたので一番長かったです。 

先ほどの間借りですが、近所に何軒かありました。

この間久しぶりに幼馴染のひさえちゃん、あきらく

んに久々に会いました。間借りしている家なんてそ

んなになかったので、３人が結構仲が良かったで

す。間借りといっても寝るところだけ。ご飯を炊くの

は外のかまどです。新聞紙を丸めて薪をくべてご

飯を炊きました。初めてご飯を炊いたのが小学校１

年生の時。「お米を研ぐ」ということが頭になくて、

米に水を入れただけでご飯を炊きました。出来上

がったお米が固いんですね。でも、親父もおふくろ

も「小学校１年の子どもがご飯を炊いた」と涙を流し

たかわかりませんが、喜んでくれました。 

親は仕事をしなければならないので、夏休みも

冬休みも春休みも私たち兄弟は祖父母のところに

預けられるのですね。親父の生家は山武市の旧木

原というところで、田んぼがたくさんあって、外は山

ばかり。おふくろの生家は八街で、畑ばかり。 

祖父は農業の仕事が終わって、一杯飲むのが

楽しみでした。『黄桜』の二級を湯呑茶碗で飲んで

いる祖父の膝に抱っこされながら「爺ちゃんすごくう

まいものを飲んでいるんだなぁ」と思い、爺ちゃん

がちょっと仕事に行っている時に、一升瓶をお茶

碗に入れて飲んだら「こりゃうまい！」と思って…お

酒のデビューは小学校３年の時です。もう一つの

デビューは爺ちゃんの吸っていた『しんせい』です。

昔の人はうまそうに吸いますよね。「さぞかしうまい

んだろうな」と『しんせい』の箱を開けたら１５本くら

い入っていて「これならばれない」と思い、一服。む

せないでうまく吸えました。「こんなおいしいものを

吸っていたのか」と今に至ります。あの時は茶碗一

杯ちょっと飲んだんですけれど『黄桜』でちょっと甘

口なのですが、あれが何とも言えない味でして・・・

小学校３年で、酒とたばこを覚えました。毎日では

ありませんでしたけど・・・。 

八街の実住小学校から八街中学校に行き、高

校進学の時に、自分の頭の中で「お金はない」と思

っていますから、遠くの学校に行くと電車賃がかか

ると頭に浮かびました。本当は成東高校に行きた

かったんですね。親戚が成東に多かった。それか

ら成東は下駄を履いてもよかった。下駄を履きたか

ったので、成東高校に行こうかなと思っていました。

そうしたら、好きな女の子が佐倉に行くというので

私も佐倉の方に行きました。 

高校３年になったら就職ですよね。その時にぶら

ぶらしていたら、伯父から「就職する気があるの

か？」と聞かれ、連れていかれたのが今の野口建

材。野口雅子会員の嫁ぎ先です。当時、野口菊治

さんに「来るか？」といわれて、行くところないので

「はい」と答えました。「試験をやるか？」といわれ、

「試験はいいです。」と答えたので、試験なしで入

社させていただきました。就職後、就職試験に行か

なかったのが私だけ、というのが周りの社員にすぐ

にばれまして、ちょっとしたいじめにあいました。き

つくやられました。今となればいい経験ですが、冬

の寒い中、車を洗わされて…毎日我慢我慢でした。 

そうこうするうちに、東金信用組合というところに

入社しました。自分なりに考えてみると、金融業と

いうのは「お金を預かって、貸して、その差額で儲

ける」というのが根本的にありましたが、なかなか貸

さない。上司が渋ちんというか、いい顔してくれなく

て。信用組合とか信用金庫は、定期預金・定期積

金、突当、これがノルマで来るわけです。定期預金

が一番利息が高いですから、儲けが少ないじゃな

いかと思いました。当座預金が利息ゼロですから、

一生懸命開拓して歩きました。そのうち仕事がだん

だんイヤになってきまして、1０年４か月で辞表を出

しました。 

すぐに今の仕事に就いたわけでなく、母から、武

射田のソニーオーディオシステムに勤めている知

人を紹介されました。私は電気のことは全然わかり

ませんが、給料をもらわないと生活できませんから

行きました。今までが営業の仕事でしたから、笑顔

と何とかでできたのですが、今度は機械が相手で

す。自分の机の上を見てたまげたのが、今でいうパ

ソコン、パソコンよりずっと能力の低いやつですが、

昔のテレビのような形のものがありました。それで、
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部品の在庫とかをコントロールしているわけですね。

ところが、「並木さん、絶対このボタン押しちゃだめ

だよ」というのがあり、そのボタンを押すとデータが

いっぺんに消えてしまうわけです。それで、コンピュ

ーターにトラウマが生まれまして・・・。５か月勤め、

なんとなく工場は合わないな、と思いました。その

後、保険の仕事をやっている、東金駅のそばに住

んでいたおじいちゃんから「うちに来ないか」と誘わ

れていたことを思い出しまして打診したら、東京海

上の支社長さんが「来なさい」と言ってくれたので、

行ったわけです。 

保険業界は多少みなさんご存知の通り、昔でい

う試験が「初級」「普通」「上級」「特級」とありました。

保険会社は研修制ですから、初級の試験を受けな

ければと焦っていたら「初級の勉強はしなくていい

よ」と言われ、「落ちたらどうするんですか？」と聞い

たら「落ちたら首だ」ということで、さすがに慌てて少

し勉強しました。 

そんなこんなありまして、この仕事につきまして３

３年になります。２９歳でこの業界に入ったのです

が、研修制度のころにその時の支社長と付き合い

があった青年会議所（JC）の理事長と知り合いまし

た。「JC も会員が欲しい」ということで、私も東金に

知り合いがいないので飛びついて JC に入りました。

青年会議所を一生懸命、どっちかというとお酒が多

かったですね。最初のうちはそうでもないのですが、

JC には先輩が後輩に奢る、という仕組みがありまし

て、先輩と行くとただ酒が飲める、という安易な発

想がありました。仕事をやっているんだかイベントを

やっているんだか、当時はわからなかったですね。

そこで、吹野会員とも知り合いになりました。青年会

議所が終わる４０歳の誕生日の間もなく東金ロータ

リークラブに誘われました。私も１０数年青年会議

所をやっていると、そういう団体が遊べるところだな、

と思っているので入りました。当時はそれこそ５~６０

人の方がいましたけれど、私が一番若かったです。

いまもこのロータリーの中ではずっと若いままです。

６３歳ですけれど。 

ロータリーにはほとんど欠席をしたことがありませ

ん。欠席をしないし、お酒を飲むので、よく先輩に

誘っていただきました。今ではそんなに飲みません

が、当時はバカ飲みしておりました…。 

入って２年目の年が東金が当番の地区大会が

ありました。地区大会でなんでも一生懸命やろうと

思っていましたが、諸先輩方から「まだ若造だから

ちょっと無理だろう」とお弁当の係を任されました。

当時から周りは６０,７０歳の大先輩ばかりですから、

お弁当をいくつ頼むにもいろんな議論があるんで

す。私は青年会議所で多少のイベントをやりました

から、お弁当の掛け率、登録が１０００人のうち実際

に何人来るだろうか？と考えていましたところ、み

んなが、「７０%だ、８０%だ」といろんなことを言うん

です。結局６８%でお弁当の数が決まりました。開

けてびっくり、当日東金文化会館でお弁当を配っ

たら、２００個余らなかったです。高橋会長のお父さ

んから、「食べ物の恨みは怖いから、足らないこと

だけは止めろ」と口酸っぱく言われました。また、九

十九里の方からイワシのつみれ汁を提供してくださ

る方もいらっしゃいました。当日はテントが飛びそう

なくらいのすごい天気で、大風が吹いていました。

それでも、イワシのつみれ汁はよく売れたし、いろ

んな出店が出ました。とにかく評判は良かったよう

です。 

なんで６８%の数字だったかというと、いろいろな

議論がありました。６０%という先輩もいましたが、そ

の時にはすでに東金有料道路が開通し、もうちょっ

といくんじゃないか、ということで、６８%になりました。

恥をかかないでお弁当係は無事に終わりました。

その経験があるものですから、毎年のように地区大

会がありますと銚子でもどこでも行くのです。 

ロータリアンとしていろいろ経験をしていると、人

が今どうやっているか、なにを悩んでいるのかが、

わかるようになります。そうすると、催し物をやるとき

には、設営している側の気持ちを分かって参加を

することが大事だ、とも勉強させていただきました。 

それから今に至っているわけですけれど、私が

東金ロータリークラブに入った時は５０数名の会員

数で、それが７６名まで増えました。７６名になった

時には、全員が例会に出席をすると、椅子が足ら

ないんですよ。椅子を外から借りて、後ろまでズラ

ーッとつながっていました。いまでこそ、２０数名で

すから、会長を決めるのが大変ですが、当時は「会
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長をやっていない大先輩がいっぱいいますから、

順番から言ったら、会長なんかなるわけない」と思

っておりました。皆さん大店の旦那さんですから。 

東金ロータリークラブが５０名弱になった時、会

長をやらせてもらいました。高橋会長のお父さんが

一番私にやさしくしてくれました。当時、近所に住

んでいたことと、お酒の影響があったのですね。高

橋会長のお父さんも大の日本酒好きですから。前

にもお話をしましたが、東金ロータリークラブで北

海道に旅行に行ったときの朝、ホテルからいなくな

ったと思ったらコンビニに行って『男なんとか』とか

いう２合瓶を何本か買ってきて、「並木、買ってきた

ぞ～」と観光バスの中で酒盛りをやっておりました。

小樽の食堂でもバンバン注文して、バンバン呑み

ました。 

そんなわけで、私のロータリー歴は２３年目です

けれど、楽しい思いを一番させてもらったと思って

います。青年会議所は４０歳で終わっちゃいますか

ら、ちょっと寂しいですけれど、ロータリーは一生で

きると思っています。先週の卓話で鈴木さんがおっ

しゃっていましたけれど「こんないいところに」って。

「よく入れさせてもらったなぁ」とつくづく思っていま

す。 

いまでこそ「会員を拡大」と言っていますけれど、

当時は「会員拡大」じゃなくて、「入れさせてくださ

い」という時代でしたら、「こいつは適しているかどう

か」と先輩がチェックするわけですよね。中には入

れなかった方もいます。 

そういうわけで、ロータリーのバッジひとつでいい

思いをしています。それが今、「入ってください」と

いう時代になりましたので、これからも会員増強に

励んで、みなさんにいい思いをしていただけるよう

に頑張っていきます。 

ありがとうございました。 

 

 

 

出席率  7 月 22 日 

会員数 出席者 出席率 コイン BOX

21 名 16 名 76.1％ 1, 300 円

 

欠席・Makeup の連絡は，前日までに（緊急の場

合は当日１０時までに）事務局宛に，電話・ＦＡ

Ｘ・Ｅメールにてお願いします。メーキャップ先へ

の事前連絡もお忘れなく。 

電話 0475-52-1101   FAX 0475-52-1105

Email: info@togane-rc.jp

才能を発揮するチャンスを ⼩⼝融資プロジェクト
 
パン屋をはじめたマルタさん、トルティーヤを売るヒギーニャさん、 
織物屋を営むレミージャさん 
わずかな融資（約 50 ドル）で⼥性の経済的⾃⽴をサポートする、 
中⽶での取り組みをご紹介します。 
  
ユニークな融資⽅法 

ここは、ホンジュラス⻄部の⾼地。レンカ族と呼ばれる⼟着の⺠族が暮らしているこの地域には、深刻な貧困問題があり、⽀
援なしでは経済的に⾃⽴することが極めて難しい状況となっています。 

そこで、⼥性の経済的⾃⽴をサポートする地元団体「Adelante Foundation」が、地元ホンジュラスと⽶国カリフォルニア州
のロータリークラブと協⼒し、グローバル補助⾦を利⽤した融資プロジェクトを実施。これにより、600 件の⼩⼝融資のほか、
ビジネス研修と必要物資の提供を⾏うことができました。 

このプロジェクトでは、ユニークな融資⽅法が⽤いられ、個別融資を⾏うのではなく、4〜6 ⼈のグループを対象として担保付
きの融資を⾏いました。こうすることで、誰かが返済できなくても、グループの仲間が代わりに⽀払い、助け合い、励まし合い
ながら事業を波に乗せることができます。また、地元の⼈が融資の審査やアドバイスを⾏うことで、地域全体の結束を強めるこ
とができます。 

「プロジェクトを通じて⽣産⼒を向上し、雇⽤機会も広げることができる」と話すのは、ロータリー会員のウィン・コックス
さん（Poway-Scripps ロータリークラブ）です。「返済されたお⾦を新たな融資に当てることで、ゆくゆくは地域社会と⼥性の暮
らしに⼤きな変化をもたらすことができるでしょう」 

https://www.rotary.org/ja/rise-female-honduran-entrepreneur


