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ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

柏西ロータリークラブ

創立：１９７５年１１月 ７日
承認：１９７５年１１月２４日

第２１２１回通常例会 (2020.2.7)
■柏西ロータリークラブ URL.http://kashiwa-nishi-rc.com/

四つのテスト
1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるかどうか？
2019-20 年度 会長：岡島 昭信

幹事：安田

勝紀

■第 2790 地区ロータリークラブ URL.http://www.rid2790.p/2018/

２１２１回通常例会

リー財団補助金管理セミナー」に参

金」を活用した奉仕プロジェクト

加して参りました。参加されたのは

が年々増加しているという説明があ

1. 点

鐘

岡島昭信

会長

私の他に、中嶋会長エレクト・社会

り、当クラブにおきましても４５周

1. 会長報告

岡島昭信

会長

奉仕副委員長の住田会員が出席しま

年行事の事業としてアカ族の支援に

1. 幹事報告

安田勝紀

幹事

した。この地区財団セミナーに於い

活用させて頂いたわけです。又、次

1. 卓

話

鈴木健吾

会員

ては司会進行が当クラブの水野会員

年度におきましても財団奨学生の受

1. 点

鐘

岡島昭信

会長

（財団統括副委員長）。また当クラブ

け入れを予定しておりますので、実

の浅野会員が財団資金・推進管理委

際にロータリー補助金制度を活用す

員長としてロータリー財団資金推進

るにはどのようにしたらよいか等の

についての説明がありました。

研修でしたので、大変勉強になりま

その他、当クラブから安田会員が財

した。このセミナーに参加された方、

団のフェローシップ委員、助川会員

又、財団の役員の方々には大変お疲

が財団グローバル事業補助金委員と

れ様でした。

柏西クラブの委員が顔を揃えてい

さて、本日の例会は、この後ロータ

らっしゃったので、地区財団に於け

リー財団委員会の鈴木委員長及び米

る柏西ロータリークラブの力強さを

山記念奨学会の榊委員長から下期活

感じた次第です。セミナーの内容で

動計画についてのお話がございます

すが、当２７９０地区に於いては「地

ので、これにて会長報告とさせて頂

区補助金」或いは「グローバル補助

きます。ありがとうございました。

会長報告
会長

岡島

昭信

みなさん、こんにちは。
先日、2 日の日曜日に「地区ロータ

幹事報告

安田

勝紀

③ 2020-21 年度版
上げの依頼

① 2 月のロータリーレートは 1 ＄＝ 110 円

ロータリー手帳（600 円）お買い

※希望者は事務局まで

④ 11 グループ各ロータリークラブ 2 月の通常例会のお知らせ

②第 2790 地区 1994-95 年度ガバナー大矢惣一郎様 ( 千

柏

葉幕張 RC) が 1 月 26 日ご逝去されました ( 享年 88 歳 )

柏東 RC：2/6・2/27 ＝創立 45 周年例会（木）

RC：2/5・2/26（水）

柏南 RC：通常例会なし

委員会報告

根絶への支援を頂けました。ポリオ根絶はロータリーの
奉仕活動の中で最重要プログラムであります。他のどん

①ロータリー財団委員会

鈴木

桂三

委員長

な奉仕活動より最優先されます。現在ＲＩでは 2023 年

下期活動報告

までにポリオ根絶しようと活動しております。ゲイツ財

ロータリー財団委員会の鈴木です。下期の活動計画を

団も支援の協力を延長してくれました。どうか一日も早

発表させて頂きます。上期は住田基金委員長の大活躍で

くポリオの根絶が出来るよう全会員の方々から強力な支

実に年次基金に４４名の会員の皆様から御協力を頂きま

援を頂けますよう活動して参ります。そして一日も早い

した。下期には、寄付する意義を理解して頂いた上で全

ポリオの根絶を実現しましょう。

会員の方から寄付が頂けるよう活動して参ります。そし
てポリオに関しましては、１３人の会員の方からポリオ
例会日／金曜日 12：30 〜
事務局／〒 277-0011 柏市東上町 7-18
例会場／ザ・クレストホテル柏
柏商工会議所会館 505
〒 277-0842 柏市末広町 14-1
TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
TEL.04-7146-1111 FAX.04-7146-2100
E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

②米山記念奨学会委員会

榊

隆夫

委員長

下期活動報告

松戸東

49

900,500 円

成田

65

900,000 円

52

899,000 円

米山記念奨学委員会の活動は、簡単に言ってしまえば、 八千代
公益財団法人「ロータリー米山記念奨学会」にいかに多

です。

くの寄付をお願いするかということです。

柏西もさらなる上乗せをお願いいたします。また、奨学

当クラブは、毎年奨学生を受け入れております。ご理解

生の胡経緒さんですが、大学院修士課程に在学中ですの

いただいておると思います。是非ご寄付をお願いするも

で、奨学期間は、2 年間となります。来年度も引き続き

のです。12 月 31 日現在、790,800 円です。

ますのでよろしくお願いいたします。なお、胡さんは、

因みに、地区内クラブの上位は、

地区の奨学生の行事に積極的に参加しており、また、今

船橋西 会員数 39

1,397,500 円

回のライラセミナーにも参加していただくことになって

千葉

96

1,384,000 円

おります。また下期、胡さんと西クラブ会員皆様との更

松戸

60

1,200,000 円

なる交流の場を設けたいと考えております。よろしくお

習志野中央

47

904,000 円

卓話「私の青春

願いいたします。

箱根駅伝」

鈴木

健吾

会員

ません。今も箱根山の途中、宮ノ下に石碑が立っていま
す。何年か前、家族旅行した時に車を停めて、手を合わ
せてきました。もし皆様がそこを通るようなことがあっ
たら、気に留めていただけたら、ありがたいことです。
その年の専修大学の選手たちは紋章を付けて走りまし
た。私は一年で 9 区を走り、前の 8 区を走った先輩が
大ブレーキ、右に左にふらふらしながら、それでも私は
タスキを受け取ることができました。初めて走る箱根駅
伝、どこをどう走ったか全然覚えていません。
私が伴走車に乗った時のことを 2、3 思い出して話し
皆様こんにちは。私にとって青春とはと問われれば箱

ます。同じ釜の飯を食べた仲間同士です。目と目で話せ

根駅伝と答えます。私は箱根駅伝を走ってます。大学一

ます。

年生の時 9 区 ( 戸塚 - 鶴見聞 )8 位でタスキを受け 8 位

①山登り ( 魔の 5 区 ) を走った後輩に「もう少しだ、頑

でタスキを渡し、4 年生では主将を務め、総合まとめと

張れー !」と声をかけると、「先輩苦しいです。苦しい

して伴走車に乗り応援側にまわりました。

んです」と目で訴えた姿、目

大学生活でどうしても忘れられない出来事を話したい
と思います。入学して初めての合宿で、同部屋の先輩が

②復路 ( 山下り 6 区 ) を走った後輩、残り 2km の所で、
急に意識を失い藤騰としふらふら歩く姿に、焼酎を口に

朝起きた時、
「健吾、明日から私の牛乳飲んでいいよ」 含み吹きかけると、意識が戻るんです。それを 2, 3 回
と言ったんです。
「先輩まだ合宿中ですよ」と言いまし

繰り返しどうにかタスキを渡すことができた時の姿。

たら「牛乳代は先払いしであるから大丈夫だ」と言いま

③ 7 区を走った鈴木君は期待どおりに区間新で快走。

した。その日に限って新品の白いパンツ、白いランニン

その時の勇姿。

グに着替え、これから山下りの練習に行ってくる、と出

( 鈴木君と中根君は常磐炭鉱の実業団の選手でした。私

かけていきました。その姿が今でも私の脳裏に焼き付い

が引き抜いた二人です。後に学生を代表する選手になり

ています。山の下で待っていたマネージャーが、なかな

ました。)

か帰ってこないのを心配していると、山下りの途中で事

箱根駅伝と一口に言いますが、その過酷さは経験した

故があったらしい、との知らせを受け、まさかと思った

ことのある人にしかわからないと思います。私たち選手

そうですが、やはり先輩でした。下から登ってきたバス

は、どんなことがあってもタスキを次に渡さなければな

と正面衝突、
即死でした。周りで見ていた人の話では、
「あ

りません。そのため駅伝の練習中はたとえ走れなくなっ

ああー !」と叫んで手を挙げてぶつかったとのことでし

ても、はいつくばってでも最後まで頑張らなくてはなり

た。今思えば、そのことを予感していたのでは

ません。誰も助けてくれません。よく月が出てしまうこ

…と思います。その時のことを思うと今でも涙が止まり

ともあります。それを月見と言ってました。ある日の練

習中、私は歩くこともできなくなり、一緒に自転車で付

ランドは沼になっていました。水が引くまで 1 か月間

き合うマネージャーに「がんばれー」と言われ、どうし

位 練習できなかったと覚えています。水が引きグラン

ても頑張れず、途中川があり、欄干から飛び込もうとし

ドにはいろんな魚が浮いていたことが昨日のことのよう

ました。マネージャーが、「わかった、わかった」と自

に思い出されます。先輩がよく訪ねてくれました。あり

転車の荷台に乗せられて旅館に帰り、冷え切った体を癒

がたいのですが、余分な食べ物がなく、ご飯茶碗からご

すため風呂に入れられ、そのお湯が熱いのかぬるいのか

飯が少しずつ削られていく切なさ、皆さんにはわからな

もわからず、1 時間も入っていたらしいです。風呂から

いでしょうね。

上がり、寝入ってしまいました。二子玉川での合宿所生

私の時代の専修大学は常にシード校を落ちることな

活 4 年間、とても語りつくせない程の思いで一杯です。

く、出場回数は、あの頃 (60 年前 ) 61 回という伝統校

陸上部に籍を置いたと同時に一変、シゴキが始まりま

でした。最近は予選通過もままならず…シード校に残れ

した。炊事当番から始まり、先輩の洗濯、マッサージ、 るくらいの勢いが欲しいと願っています。なんといって
雑用等 ( 私は炊事、洗濯一度もしたことのない人間でし

も母校ですから…。今でも当時の仲間意識は強く、生き

た )。それに加えて、高校時代の練習量とは比べ物にな

ている者同士、楽しく交流してます。兄弟以上の粋です。

らない程の練習が始まりました。先輩、後輩の序列は凄

私の学生時代はテレビでの放映の無い時代でした。家

いものでした。( 後に家に帰ってから母の一言、3 年生

族はお正月に年始に来てくれたお客様をほったらかしに

で帰ってきてたら威張ることを覚えてこなっかったね

してラジオにかじりついていたようです。テレビがあっ

と）
。

たならどんなにか喜んでくれただろう、と思うと残念で

私の祖母が亡くなり、四十九日の法事に自分は試合が

す。あの貧しかった時代に、私を支えてくれた家族には

あって帰れなくてマネージャーが来てくれました。その

感謝しかありません。大学を卒業し、家業を継いでから

引き出物に葬式饅頭をもらってきました。母が多めに持

も、お正月は箱根の山にいました。10 年位続いたでしょ

たせてくれました。その時の話です。私は当然もらえる

うか。もう遠い昔の話になりました。あの頃が懐かしい

と思っていたのに、「主将に走って速い順に分けるぞ !」 なー。生まれ変わっても、もう一度走ってみたいなー。
と言われ、饅頭欲しさに全力で走ったこと、今でも笑い

あと何年 ? 正月 2 日、3 日は生きている限り、テレビに

話ですよね。

かじりつきの私がいると思います。

また、
道路でキャッチボールをしていた時の話ですが、
ボールがバスの三角窓に当たりひびが入り、そのバスが
運休となり、東急バスの本社に呼ばれ、私が主将の時で
したので行きました。本当は運休してしまったバスの損
害賠償と修理代で 50 万くらいかかるところだが、学生
さんなので 5 万円でいい、と言われ、父に来てもらい、
払ってもらいました。迷惑を掛けました。あの頃の 5
万円は高額でした。ちょうどその頃、東急の五島慶太社
長が亡くなり、5 万円は香典だったかなぁ、という話に
なりました。
あの項の合宿所の近隣は一面畑でした。食べる物がな
く夜そっと失敬したこともたびたびでした。農家の皆様、
事情をよく知っていて、
・トマトは赤いのから食べてね ( 夜ですので色がわから
ず)
・畑を荒らさないでね
・トウモロコシ食べごろだよ
・ネギもいいよ
との立て札が… ありがたい人達でした
去年は台風で大変な年でしたが、私の合宿所も、多摩
川が氾濫した時、朝、目が覚めたら、外が水、水、水。
驚いたのなんてものではなかったです。幸い合宿所は高
台にあったので命は助かりました。毎日練習していたグ

ＲＬＩパート１修了証

水野会員

ゲスト

米山奨学生

胡

経緒

様

誕生日おめでとうございます！

これからの例会予定
寄付金達成率（１月末現在）
目標額
R 財団・基金
R 財団・ポリオ
		

２月ＲＲ =110 円

達成額 達成率 個人目標

1,116,000 1,379,090 123.6%

$150

223,200 314,086 140.7%

$30

（内募金箱

月日
曜日 例会
2 月 14 日
金 休会
2 月 18 日
火 合同
2 月 21 日
金 休会
2 月 28 日
金 通常

出席報告（１月出席率：81.97％）

56,026）

米山記念奨学会 400,000 662,800 165.7%

10,000

★ パートナー誕生日：田代、鈴木一弘
★ 結婚記念日：水野、ゲイビ

６０名

欠席者

１３名

海林、住吉、寺田、中嶋、花島、細田、前田、
会員

会員
会員

湯浅

会員

出席率

78.33％

ゲスト

★ (^^ ♪
社会奉仕委員会

次回の例会は

会員数

江口落合、小林正直、小林太時、白水、東

ニコニコＢＯＸありがとう！
★ 本人誕生日：日暮、鈴木一弘、中村博亘、松本ユミ

卓話者・他内容
（振替＝ 2/9）
第 11 Ｇ・ＩＭ
（振替＝ 2/18）
RYLA セミナー参加者

タオルありがとうございます

2 月 8・9 日地区大会です。

クラブ会報委員／浅野肇・松本ユミ・中塚雅人・湯浅千晶

卓話・会報の原稿は kwrc.photo@gmail.com までお送り下さい。

胡

経緒（米山奨学生）

様

欠席報告は、木曜日の午前中まで
※ LINE グループ「柏西ロータリークラブ」

※柏西ロータリークラブ事務局「04-7162-2323」
☆事前に欠席が分かる方は SAA にお知らせ下さい

