令和 3 年 11 月 18 日発行

NO.2321 第 2474 例会 会長 土屋 俊夫

幹事 安藤 卓造

クラブ広報委員長

伊藤 元雄

例会報告（令和３年１１月４日）
点

鐘

会 長

土屋俊夫

ソ ン グ

「君が代」
「奉仕の理想」

唱

「四つのテスト」

和

会長挨拶

会 長

土屋俊夫

幹事報告

幹 事

安藤卓造

プログラム
第一例会につき 誕生日・結婚記念日祝い
各委員会報告

越川会員 / 土屋会長 / 青柳会員

卓話 石井一男様

会長挨拶
１１月誕生日・結婚記念日祝い
「結婚記念日祝い」
向後雅生会員 金髙盛二会員
古西弘和会員 伊藤元雄会員

皆さんこんにちは。元浅草ロータリークラブ会員の
石井一男様、例会出席歓迎いたします。また後程卓
話をしていただきますので、よろしくお願いいたし
ます。先ほど親睦委員会よりご紹介がありましたけ
れどもう少し詳しく補足いたします。私とは中学生
からの付き合いでありました。先ずは日本ビューホ
古西会員 / 向後会員 / 土屋会長
/ 金髙会員 / 伊藤会員

「奥様お誕生日祝い」
青柳 誠会員 令夫人 光子様
越川 忠会員 令夫人 明美様

テルの社長の後、会長職をして退職をして現在に至
ります。特に大変だったと想像するのは、一部上場
する時の社長時代だったと思います。これは結構き
つかったと思っています。確かに我々がビジネスを
やっていてもなかなか上場できません。上場した時
の審査は半端じゃないと思うんですね。それこそ、
膨大な提出書類以外にも暴力団関係など私生活まで
も全部調べられますから。上場するからこの株をも

っておけとか、そういうことをするとインサイダー

れているという世界が来るかもしれません。その時

取引ですけど、
インサイダーはなかったんですよね。

でもリアルというのも重要になってくると思います。

そういうところの荒波をくぐってきていると思いま

仮想空間という世界が我々を脅かすのかどうなのか

す。上場に関心のある人は本人から聞いていただき

というのを考えたいと思っています。またいろいろ

たいと思います。10 月 28 日の観月会、どうも参加

話が出ましたらご紹介したいと思います。とりとめ

ありがとうございました。おかげで盛大に終わるこ

のない挨拶になりましたが終わりにさせていただき

とができました。ただ、和食の会場で PA がありませ

ます。

んでした。ちょっと音を出すのに苦労しましたが、
ビャンバーさんのモンゴルの踊りは良かったです。
またレストランの料理責任者は古西さんの弟の古西
康晴さんでしたので、お陰でおいしい御馳走を食べ
させていただきました。和食は簡単そうで難しく、
刺身の切り方だとかいろいろ見て食べて、やっぱり
違うなぁとすごく感じました。次に 10 月 31 日に参
加者制限の地区大会がありましたので会長・幹事で
出席してきました。記念講演は建築家の安藤忠雄さ
んでした。ただちょっと聞きづらかったです。zoom
参加で聞いていた方はどうでしたか？内容の半分も
聞き取れず、あまり理解できませんでした。会場で
販売していた本を読むと、建築設計のコンセプトの
重要性がわかりました。また当日は衆議院選挙でし
たが、私は選挙開票立会人を依頼されていました。
開票の立会人の役目は、投票箱が午後 8 時過ぎごろ
から開票所に来ますが、まず開錠されていないか施
錠状況を確認します。その後投票箱を開錠し、票数
をカウントします。100 枚ずつを 1 束にして各党の
立会人が確認の印鑑を押します。今回の作業はスム
ーズでしたので午後 11 時ごろに解散できました。
接戦の場合やトラブルがあった場合は午前になりま
す。職員も 100 人以上いますから早く帰れて良かっ
たです。また違う話題として、フェイスブックの会
社名がメタに変更されました。Meta、中々なじみが

理事会報告
第 5 回 定例理事会
日時：令和 3 年 11 月 4 日（木） 午前 11：00～
場所：成田空港南ＲＣ事務所
議題
第 1 号議案．10 月度会計承認の件
・前年度第７グループ会長幹事会返金明細が不明
なので会計報告を後日提出すること。
第 2 号議案．11 月 16 日（火） R 情報研究会出席
状況報告
・現在出席者 4 名オンライン 2 名
第 3 号議案．11 月 21 日（日）三委員会合同セミナ
ー開催出席者報告について
・クラブ奉仕委員会にて対応
第 4 号議案．2022-23 年度地区委員推薦の件
・現在該当者はなし
第 5 号議案．その他
・次年度委員会構成表を地区組織図に合わせて構
成する事を承認
・田添事務局員尊父病気療養について、事務所に
冷蔵庫等の寄付に対する謝礼を兼ねお見舞金を
クラブより拠出する事を承認

ないですが、36 億人ぐらいのアカウントを基礎とし

幹事報告

て仮想空間が構築されます。インターネット以上に

○例会のお知らせ

インパクトのある世界が予想されています。フェイ

・多古ＲＣ 東金ＲＣ

スブック以外にも、マイクロソフトやグ－グルも計

・八日市場ＲＣ

画をしています。様々な会社が注力し始めました。

○会報受領クラブ

5 年、10 年先になるとリアルと仮想空間が混在して

・茂原中央ＲＣ

いると思います。現在でもゲームしながら金を稼い

・旭ＲＣ

でいる世界があります。たぶん親からみれば子供が

○ガバナー事務所より

パソコンゲームやってしょうがないと言いますが、

・地区大会開催のご報告と御礼

親以上に稼いでいる子もいると思います。
ですから、

・
「世界ポリオデートレインジャック」プロジェクト

気が付く前に我々が置いてきぼりをくうということ

の報告と御礼

だけはないように、情報をとりながら見守っていけ

○その他

れば良いなと思います。仮想空間の中で例会が開か

・バギオだより

・米山記念奨学委員会 委員長セミナー報告書

たちが、すれ違ったときに挨拶をきちんとしてくれ

・横芝光町青少年剣道大会中止のお知らせ

た時の喜びは大きいものです。指導者として、父母
会長として一番の喜びは、次男が小学校・中学校の

各委員会報告
◇クラブ奉仕委員会

全国大会に出場したときです。小学校時代は地区大
渡邊孝文委員長

家、県大会、関東大会を制し、愛媛県で開催された
全国スポーツ交流大会に出場しました。地区大会で

本日例会終了後にクラブ奉仕委員会を開催させてい

は白浜の戦いが大変厳しくやっと勝ち上がり、県大

ただきますので、都合のつく方はご参加ください。

会では 7 試合完封勝ちで優勝し、関東大会では我々
田舎チームでは思いもつかないツーランスクイズで

卓話

先手を取られましたが、逆転で勝利し、次戦も勝利
して全国大会に出場が決定しました。そして思いも
かけない全国優勝を成し遂げた時です。4 試合行わ
れましたが、失点は 1 点のみで 3 試合完封で勝利し
ました。田舎のチームが全国から集まった強豪チー
ムに、一戦ごとにチームワークよく戦い、最終ゴー
ルにたどり着いたときは子供たちの潜在能力の高さ
に驚かされました。中学時代は新人戦決勝で旭 2 中
石井一男様

皆様こんにちは。ただいまご紹介をいただきました
石井でございます。先日土屋会長からロータリーで
卓話をしてほしいとの要請がありました。会社を退
任して 2 年が経過しておりまして、脳細胞に衰えを
感じていまして、とても無理とお断りをしたのです
が、ゴルフでお世話になっていて失礼かと思いお受
けさせていただきました。小生は昭和 46 年に入社
し、接客、営業、開発といろんなジャンルで仕事を
してまいりました。趣味はゴルフと野球でありまし
て、ゴルフも入社から 50 年のキャリアです。その野
球を中心にお話をいたします。長男が少年野球にお
世話になって 26 年ほど経過していますが、長男、次
男がお世話になった野球に少しでも恩返しができた
らとの思いから、父母会長・コーチ・監督・チーム
代表として役 30 年近くを少年野球と付き合い、子
供たちと汗を流してまいりました。その間小生の片
腕としてコーチしていただいた方々に感謝です。当
スポーツ少年団のモットーは
「力」
いっぱいであり、
練習は嘘をつかないとよく申しますが、
その通りで、
練習をきちんとする子は個人の身体能力も在ります
が試合で結果を出します。すべての子供にうまくな
ってほしいと指導をしますが、なかなかうまくいき
ませんでした。しかし野球を通して頑張る力・体力
の向上・精神力の向上・きちんと挨拶のできる子に
育っていることは間違いのないことと思っています。
成長する子供たちの姿、そして卒業していった子供

に決勝で敗れました。ただし旭 2 中は 2 年生が中心
でしたので、来年はいけると思って練習に励み、な
んと旭 2 中は全国切符をもぎ取り、さあ来年は我々
の番と練習により一層熱が入りました。そして翌年
県大会を制し、関東大会にコマを進め、2 試合を制
し全国大会に出場が決定したのです。全国大会は、
北海道から沖縄まで 16 チームが参加して、横浜球
場で開催されました。一回戦で沖縄浦添中学に 1 対
0 で負けました。その後は甲子園を目指して高校に
入りましたが、八千代松陰に 5 回戦で負け、甲子園
の道は断たれてしまいました。その後、コーチ・監
督としてチームに携わり、子供たちと汗を流してま
いりました。
だんだん子供たちの選手層も薄くなり、
なかなか勝てない日々に悩みもしましたが、子供た
ちに野球の楽しさ、
時に大きな声で怒鳴ったりして、
学校教育とは違った観点から社会教育の一環として
取り組んできました。勝った喜び、負けた時の悔し
さを子供たちに植え付け、同時に強く技能も優れた
選手になれるかを練習中にも、試合後にもこんこん
と話をすることが大いなる喜びです。また山武郡市
少年野球連盟の理事長として、他地区の子供たちに
接することができたことも大きな喜びでした。特に
六年生選抜大会に監督として、あの阪神に入団した
伊藤将司君を擁して、千葉県大会に出場時もいいメ
ンバーに恵まれたと思いました。まるで知らないチ
ームの子供たちも自然と仲良くなり、出場できない
子も必死に応援している姿は、本来の純粋さとチー
ムの全員が優勝という目標に向かっていく団結力は

教えても出来るものではありませんが、潜在的な力

出席報告

でチームが一つになったときは素晴らしいものです。
現在少子化で選手が集まりにくく、また山武郡市の
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％

チーム数も 28 チームありましたが、現在は 8 チー

11 月 4 日

24

21

24

87.50

ムまで減少しています。横芝光町ではどのようにし
てチームを維持していくか、それには勝負は別にし
て、町内 3 チームが結束して部員の獲得セレモニー
をしたり、合同練習をしたり、3 チームを 1 チーム
にして大会に出場することも大いに意義のあること
と思っています。町からの助成を活用し、六年生選
抜編成して個々の能力を引き出すだけでなく、野球
の再考のもととなるものと思っています。そして野
球のさらなる楽しさを知り、長く野球に携わる人材
を育てるとともに、深い絆と豊かなスポーツ精神を
はぐくむことを目的にしています。小生もグランド
でノックバットやバッティングピッチャーは厳しく
なりつつある年齢ですが、子供たちが健やかに成長
していくために、老骨に鞭打って、終生少年野球に
携わっていきたいと思っています。

ニコニコボックス
向後雅生君・古西弘和君・伊藤元雄君・金髙盛二君
…結婚記念日祝いありがとうございます。
青柳 誠君・越川 忠君
…奥様お誕生日祝いありがとうございます。
土屋俊夫君・冨 一美君・小林定雄君・行木英夫君
渡邊孝文君・安藤卓造君・上原広嗣君・鈴木匡哉君
…石井さん卓話ありがとうございました。
向後雅生君
…弊社グループ会社理想郷が、伊勢神宮初穂ご奉
納にあたり、神社本庁より礼状をいただきまし
た。
内田裕雄君
…欠席してすみませんでした。
倉石昌治君
…観月会への沢山のご参加ありがとうございまし
た。お料理美味しくいただきました。古西康晴
料理長ありがとうございました。

本日計
累 計

31,000 円
185,006 円

☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★

