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2021-2022年度 シェカール・メータＲＩ会長テーマ    ２７９０地区ガバナー 梶原 等（千葉ＲＣ） 

SERVE TO CHANGE LIVES                 地区スローガン Love Other Spirit 

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために        〜繋ごう次世代へ 夢ある未来に向けて〜 

製作◇広報・会報委員会 多部田恵子 廣瀬修一 大岩將道 宮内秀章◇ 

 

今週のプログラム 

「趣味と実益」村田 等会員 

 

前回例会報告（４月２０日） 
点 鐘： 石毛 充会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーソング：それでこそロータリー  

四つのテスト唱和 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソングリーダー：五十嵐会員 

 

会長挨拶 

皆さんこんにちは。今日は暦の上で二十四節

気の穀雨です。穀物を潤す春の雨とされ、農作業

を始めるにはちょうどいい季節であり、五穀豊

穣をもたらす恵みの雨だと考えられています。 

種まきから始まり、恵みの雨を受け、こまめに手

入れをし、様々な環境を乗り越えながら成長す

る過程と収穫が、農業に従事する人の喜びだと

思います。 

たとえば、会社においては人材育成にあたると

考えます。この時期新入社員や部署異動した社

員に対しての育成は欠かせません。植物は水を

与えすぎると根腐れを起こし、水が足りないと

枯れてしまいます。人材育成には優しさと厳し

さのバランスを考えることが必要だと思います。 

先輩社員は感情的な叱責を慎み、真心ある育成

が肝要なのです。また育成する側とされる側、双

方の意思疎通が大切だと思います。指導される

側は、注意された時に、自らを高めようと真摯に

受け止めることができた時こそ成長に転換でき

るのだと思います。 

それぞれの立場によって、育てる喜びと自身が

成長する喜びがあります。農業に携わる方、企業

での社員教育をする立場の方、いずれも自分の

やるべきことを行い、自分も相手も成長してい

きたいと思う時期ですね。 

4/20臨時理事会報告 
1)東新入会員ｶｳﾝｾﾗｰ・所属委員会の件 …承認 

2）スーパークールビズの件      …承認 

5月～9月実施 上衣着用なし・ノーネクタイ可 

幹事報告 
【週報拝受】小見川ＲＣ 

1. コーディネーターニュース 2022年 5月号 

2. フェアウェルパーティご案内 

3. 風の便り Vol.7 No9 (通刊 91号) 

…ガバナー事務所 

4. 2023-24年度ガバナー補佐候補者推薦依頼 

…ガバナーエレクト事務所 

5. ハイライトよねやま ２６５ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

6. 総会のご案内 

…銚子市交通安全協会 

7. 創立 50周年記念式典・祝賀会のご案内 

…銚子東 RC 
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会員の記念日  

 

五十嵐 亘会員 (4月 19日) 

 

結婚記念日 大岩 將道会員(4月 15日) 

創業記念日 高橋 宏資会員(4月 17日) 

       

ニコニコＢＯＸ なし 

 

卓  話 

「ケ・セラ・セラ」 小田島 國博会員 

この度、２５分間の卓話の機会を頂き、自分自

身を見つめ直しながら、過去の思い出に浸たる

ことができました。宮内龍雄委員長とスタッフ

の皆様に感謝いたします。ありがとうございま

した。 

ケ・セラ・セラは、昭和３２年封切のアメリカ

映画「知りすぎた男」の中で、ドリス・デイが歌

った主題歌のタイトルです。その意味は、「物事

は、勝手にいいように進む」「気を揉んでいても

仕方がない」「成り行きに任せてしまうのがいい」

ということです。 

私が、早稲田大学に入学した翌年に大ヒット

し、明るく楽しい曲を聴き、心を躍らせました。

今でも、当時と同じ気持ちになり、気分転換にも

なり、気力で頑張るぞと言い聞かせています。 

私の人生は、両親を語らずにはできません。両

親は岩手県出身です。父は浄法寺町で生まれ、町

役場勤務、途中で海軍に志願し佐世保（長崎県）、

呉（広島県）、横須賀（神奈川県）、鴻池航空隊(茨

城県)と移動し、母と私も父と一緒に移動したそ

うです。会報（令和４年１月１９日発行）に、親

子３人、奈良公園で鹿２頭と一緒の写真は、私が

２歳の時で、まさに太平洋戦争が始まる直前の

写真だと思います。私と母は、幸運にも空襲に遭

ったことがありません。しかし、この歳になっ

て、日々放映されるウクライナ戦場の痛ましい

惨状を、目にすることになり、ただただ憤りを感

じるばかりです。人類は、理屈なしに平和を守ら

なければならないと改めて思います。 

話を戻しますが、横須賀では、私が赤痢に罹り、

意識不明になり軍医さんの車で海軍病院に一週

間入院し、無事退院できました。私が現在この場

にいるのは、父のお陰だと思っています。 

父は、主計課で計理と物資調達の役目を担っ

ていたので、大勢の人々と知り合いとなりまし

た。航空隊の物資は、農作物については息栖の農

場を借りて、兵隊さんが農作業をし、生産物は軍

が全部買い上げ、魚については波崎の漁業者１

人に油を渡し全漁獲を買い上げ、それ以外の物

は、銚子と潮来の商人から買い上げていたそう

です。 

鴻池航空隊は、空爆を受けることなく、私達は

矢田部で太平洋戦争終結の昭和２０年８月１５

日を迎えました。その後、父は軍の残務整理に当

たりました。戦後もお世話になった人々から連

絡があり、絆がさらに深まったようです。 

翌年４月に、私が小学校に入学するので、居住

場所を選定することに、かなり悩んだようでし

た。そして父は、農場主に相談しました。農場主

は、昔、東京で大きな設計事務所を営み、多くの

友人がいると聞いていたためです。農場主は、軍

事産業を引き受けていた三共自動車があった銚

子の場所（現在私達が住んでいる敷地）と建物を

貸借できるように尽力して頂き、銚子に住める

ようにしてくれました。 

父は、故郷に帰る軍人を集めて、航空隊の物資

を航空隊のトラック数台に積んで、東北地方ま

で軍人達一人一人を故郷まで送って行きました。

軍人達は、とても父に感謝していたと言ってい

ました。そして、航空隊の整理が終了しても、帰

る当ての無い軍人５、６人を連れて、銚子の土地

で水産加工を始めました。 

そして、母と私は、初めて来た銚子から見える

景色に感動しました。自宅の敷地内に建ってい

る水産加工工場の裏から見える利根川の水は澄
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み、対岸に繁茂する緑色の木々がとてもきれい

だったからです。当初は、雑居住まいでしたが、

当時一人っ子だった私は、その生活がとても楽

しかったことを覚えています。まもなく、５、６

人の軍人さんは、事務員となった１人を残して、

全員それぞれの道を歩んでいきました。昭和２

６年に借りている土地、建物を地主より譲渡し

てもらい、現在に至っています。 

昭和２１年４月、私は本城小学校へ入学しま

した。当時、授業は午前と午後に分かれていまし

た。４年生の時、越境して若宮小学校に入学し、

日々、野球の練習をしたお陰で、市営球場での大

会に出場しました。第四中学校に入学した後、先

生が、簿記が出来ないと将来会社のトップにな

れない。トップになりたい者は、簿記を学べと言

われ、父と同じ計理の方に進もうと思いました。

市立銚子高等学校でも、簿記の授業を選択しま

した。大学では、会計学・経営学・法学を学びま

した。体育の時間は、大好きな軟式野球を選択し

て憧れの安部球場で、毎週楽しくプレイしまし

た。守備はサード、打順は２番（沢山打席に立つ

ため）を選択しました。 

私のアパートは、大学と国道を挟んで近くに

あったので、たまり場になっていました。大学１

年の時は、麻雀でよく徹夜となりました。３日徹

夜の時は、目が黄色になりました。この経験か

ら、仕事で３日間の徹夜は大丈夫という変な自

信が出来ました。 

仕事では、何年も申告書提出期日に徹夜とい

うお客様がいました。私とお客様は、ある年、申

告書提出期日前３日半徹夜をしたことがありま

した。申告書が出来た時には２人とも、鉛筆を持

つ指に力が入らず、字が書けなくなり、今後は徹

夜をしないという約束を取り付けることができ

ました。パソコンを使いこなす昨今では、考えら

れないエピソードです。 

現在も順調に、私は人生を歩んでいます。私は、

ロータリーの４つのテストの実行と体力・知力・

心を高めて、これからも、ケ・セラ・セラの流れ

に乗って、頑張っていきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

入会式 

東 祥三会員 

 

千葉科学大学 学長 

ｶｳﾝｾﾗｰ：高橋 宏資会員 

所 属：親睦活動委員会  

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

地域・環境保全委員会 

駅前花壇の葉牡丹が伸びすぎてしまったので、切

り戻し剪定しました。 

 

 

 

 

 

2022/4/17 

 

【出席報告】  
会員総数 ３８名  出席計算 ３４名  

出  席 ２１名  欠  席 １３名  

出 席 率 ６１．７６％ 

欠席者：淵岡君・廣瀬君・飯島君・松本君 

村田君・大岩君・櫻井(公)君・佐藤君 

信太君・吉原君・山本君・鈴木君 

高橋宏明君 
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【Ｍ Ｕ】 なし 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

【私の一言】      大里 忠弘会員 

「あっ、危ない」妻は叫び、息子のジャケット

の襟首をわし掴みにしていました。小川の際で

遊んでいた息子が足を滑らせ川に落ちたのです。

少し離れたところにいた私は急いで駆け寄り川

から引き上げる妻を手伝い、事なきを得ました。 

この光景は、かれこれ 20 年以上前、家族でキ

ャンプに行った時の一コマです。 

実は、私は情けないことに何が起きたのかとす

ぐには反応できませんでした。 

あの頃はまだ、か弱い女性？と思っていた妻が

「母は強し」の一面をみせた出来事でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銚子東 RC 創立 50 周年記念式典・祝賀会 

日時：５月２９日(日) 受付開始１５：３０ 

会場：犬吠埼ホテル（送迎バスが出ます。） 

16：00 記念式典 

17：30 祝賀会 

19：00 閉 会 ※出欠は 5/9 迄となります。 

 

 

スーパークールビズ実施について 

実施期間：５月１日～９月３０日 

コロナ禍における感染症対策として、引き続き

マスク着用・会場内の換気などを実施しますの

で、軽装（ノージャケット・ノーネクタイ）でお   

越しください。 

  

藤の花が咲いてきました 

4 月 22 日撮影：金島 弘会員 

ニコニコ BOX ￥ 4,000 計 ￥379,000 

スモールコイン ￥ 1,450 計 ￥ 35,640 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 34,290 

希望の風 ￥ ― 計 ￥180,651 

次週５月４日は休会です。 

次回（５月１１日）プログラム 

「OSUSOWAKE（おすそわけ） 

プロジェクトについて」 

杉山 俊明会員・千葉科学大学生 

 

お弁当：やまこ庵（幕の内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お 知 ら せ 


