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          率先しよう  

第 2328 回例会 5 月 15 日 12：30 点鐘 会場 例会場 
今週の合唱＝〈手に手つないで〉 

①開会宣言と点鐘 ②お食事 ③会長挨拶 ④幹事報告 ⑤委員会報告 
⑥卓話 平山 金吾パストガバナー ⑦ニコニコＢＯＸの発表 

⑧出席報告  ⑨閉会宣言と点鐘 
 ＊＊＊＊＊ 前回の記録 （5 月 8日） ＊＊＊＊＊ 

◆会長挨拶    秋葉 芳秀 会長 
 大型連休も終わり、私は再び忙しい普段の生活に戻

りましたが、皆様は如何でしょうか。私の家では４歳

と１歳の男の孫が２人おり、天気が良いと１５メート

ルの金属ポールに鯉のぼり８匹を泳がせます。自宅の

裏側に山を背負っていますので、樹木の濃淡のある緑

に、鯉のぼりの紫色、緋色、金色、青色が鮮やかに映

えます。不思議なもので、長時間眺めていても全く飽

きません。鯉のぼりの上げ下げは私達夫婦の大事な仕

事になっております。 

 耕地では田植えも終わり、気持ちの良い田園風景で

すが、何故か人の姿の見えないのが寂しいです。農家

の人は何処に行ったのかと思うほどです。私が専業農

家で頑張っていたときはこんな状況ではありませんで

した。個々の米作農家・米作農業は完全に先が見えて

しまいました。政府は方向転換をしましたが、現実は

どう展開していくのか不明です。 

 昨日、野田市役所に行き、野田市が大株主の第３セ

クターの株式会社の会計に目を通してきました。今年

に入って５０町歩の休耕田を取得し、復田作業の真っ

最中です。今年は３町歩程度の田植えをするそうです

から、１００％の操業度になるのは相当先になります。

麦と大豆を組合せ、品目横断的経営安定対策における

担い手として、野田市農業の旗振り役果たすのがこの

会社の使命です。更に、約５町歩の市民農園を開設し、

稀少動植物及び自然環境の保護にまで計画は広がって

おります。これら全ては根本崇市長のリーダーシップ

にかかっており、私も全面的に協力しているところで

す。 

 根本市長は、イオンの野田市郊外への進出には「野

田商工会議所の条件を全部飲む」ことが絶対条件だと

述べております。現在のイトーヨーカドーを中核とす

る中心市街地を再開発するので、イオンの進出は認め

られないというものです。イオンの土地造成工事はほ

ぼ完了しましたので、訴訟にまで発展する可能性があ

ります。しかし、それにしても腹の据わった市長で、

頼もしい限りです。 

◆誕生記念   
鈴木君江事務局 

 

 

◆結婚記念 
川口順司会員

小林善喜会員        
長尾邦俊幹事

梅室政司事務局 
   

◆幹事報告    並木 孝治 元幹事 

・週報頂きました  八日市場、銚子、大原ＲＣ 

Ｒ Ｉ 会 長   ｳｨﾘｱﾑ・ﾋﾞﾙ・ﾎﾞｲﾄﾞ 

ガ バ ナ ー   白 鳥  政 孝 

ガバナー補佐   菅 井  直 秀 

会   長   秋 葉  芳 秀 

幹   事   長 尾  邦 俊 

クラブ広報委員長   山 本  忠 司
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・例会変更   東金ビューＲＣ 

  ５／１７ 移動例会エストーレ19:00点鐘 

・２００７～０８年度活動計画書を各委員長は 

   事務局に提出してください。 

・地区協議会本会議場でめがねの忘れ物 

・５／２９ 移動例会 「浅井病院」職場見学 

・６／３（日）親睦家族会「潮干狩り」申込受付中！  
◆卓 話     高橋 美光 会員 

“東金ＲＣの人々” 
東金ロータリークラブは 2009
年９月 15日に、創立 50周年の記
念日を迎える。東金ＲＣは 1959
年（昭和 34年）９月 15日に、千
葉県で９番目に誕生した。 
チャーターナイト 

東金ＲＣのチャーターナイト

（国際ロータリー加盟承認認証状

伝達式）は、1960年３月 26日に県立東金高等学校の
講堂で盛大に行われた。柏原孫左衛門ガバナーご夫妻

や立石徳三郎特別代表(茂原ＲＣ)等のロータリー関係
者と、柴田等千葉県知事、布施六郎東金市長などの来

賓各位、その他大勢の方々がご夫人同伴で参加された。 
チャーターメンバーは、能勢剛会長、鈴木峻一副会

長、川口敏郎幹事、早野尚治副幹事、糸日谷寿会計、

小川昇司ＳＡＡ、野口菊治、市東星雄、吉橋孝、小川

一郎、斉藤忠平、森川要、内山常治郎、遠山貴郎、若

木繁、能勢潔、古川寛、小川芳司、石川晏保、伊藤千

秋、小林亮一、小林順一、川口裕雄、水田敏夫、中村

斉、小倉正男、佐瀬正男、髙橋源太郎、土屋治平の 29
名であった。当時は東金が市になって５年が経過し、

商工会議所を設立しようという機運が盛り上がってい

た時で、そうそうたるメンバーが顔を連ねていた。 
活躍するクラブ活動 

初代と２代の会長幹事を能勢剛、川口敏郎氏のコン

ビが務め、第３代は鈴木峻一、古川寛氏。第４代…野

口菊治、若木繁氏。第５代…小川一郎、能勢潔氏と続

いた。この間 1961 年３月に湖月堂の小倉仁郎氏、続
いて中村紀久治氏と成東から滝本義雅氏が入会した。

発展するロータリークラブは若いうちに子クラブをつ

くれといわれていたとおり、能勢剛氏が特別代表とな

って 1962年（昭和 37年）10月に八日市場ＲＣが設
立された。さらに、東金ＲＣがスポンサーとなって

1965年（昭和 40年）２月、県立東金商業高等学校イ
ンターアクトクラブが誕生した。 
 1965年（昭和 40年）１月浅井利勇氏と石野仁氏が
入会。1966年７月に土屋康郷氏、野口洋一氏が入会し
た。しかし、同年 10月 20日川口敏郎氏が例会の卓話
中に倒れられた。(25 周年記念誌｢壮烈な最期｣参照) 

1967年に荒木正直氏、翌年には南部裕氏が入会した。
1967年10月８日には横芝ＲＣの認証状伝達式が行わ
れた。八日市場ＲＣがスポンサークラブで、東金の孫

クラブにあたる。翌 1968 年井上正民氏、若林博美氏
が入会した。 
 国際交流 

東金ＲＣは森田勝彦ガバナーの斡旋で、1969年（昭
和 44 年）に韓国堤川ＲＣと姉妹クラブの契約を結ん
だ。当時は困難な渡航状況であったが、苦労しながら

相互の訪問交流が続いた。1970年には杉田憲治氏、大
坪成彬氏、川口順司氏、小川幸三郎氏、稗田

博昭氏、金杉雄幸氏が相次いで入会された。 
 1972年（昭和 47年）１月古川寛会長のと
きに、最初の交換学生としてオーストラリア

からモーリス・セイント君が来日した。そし

て４月に、安井会員の令嬢安井千賀子さんが

オーストラリアに出発した。最初のホストフ

ァミリーは浅井利勇先生があたり、順次交換

学生を預かる会員の家庭が増え、国際交流の

輪が広まった。（25周年記念誌｢交換学生と私｣浅井利
勇…参照）それから交換学生（長期）は 18 年にわた
って続き、来日 13名、派遣 15名という立派な成績を
残した。 
  世代のかけ橋として 

 私は 1972年（昭和 47年）早野尚治会長の時に、野
口洋一氏の紹介で東金ＲＣに入会した。7月 4日の第
1 例会で「次代のかけ橋となります」と誓ったことを
思い出す。 今年で私のロータリー生活は 35 年にな
る。一緒に入会した杉原市郎、斎藤晴勇、岩本層三の

各氏はいずれも故人となられた。幸せに思うことは、

編集した記念誌やパンフレットに記された活字や写真

は、永遠の生命をもって生き続けることである。私は

ロータリーから大勢の友人と生きがいを頂いたことに

感謝を申し上げる。 
 
 
○娘が上野文化会館にてモーツアルト・レクイエム

のソプラノ・ソリストを勤めました 
・・・安藤 正義 会員 

○４月２８～３０日のセールに7,000人の方が来ら

れました      ・・・菅原 實 会員 
○ご奉仕        ・・・美山 誠 会員 
○結婚祝品 頂きました・・・小林 善喜 会員 
 
◆出席率 

会 員 出席者 出席率 

３４名 ２６名 ７６．４７％ 

コインBOX ２，１９０円 


