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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？

創立：１９７５年１１月　７日
承認：１９７５年１１月２４日

２１４１回通常例会
1. 点　　鐘　中嶋利生　会長 

1. 会長報告　中嶋利生　会長

1. 幹事報告　助川昌弘　幹事

1. 卓　　話　宇田川博司　会員

1. 点　　鐘　中嶋利生　会長

会 長 報 告
　　　　会長　中嶋　利生

け入れてます。内中国より３３９名、

ベトナムより１３５名、韓国８０名、

この国が上位をしめ、この３国で

６４％を占めています。また、数字

を見ると共産国である中国、ベトナ

ムで５６％になります。過去の累計

を見ましても、中国７１５２人、韓

国４５３６人、ベトナム１０７６人

です。少し疑問ですが、なぜ共産国

の国の学生を優先しているか？知っ

ているいる方がいたら教えてもらい

と思います。

　また、卒業した米山留学生 OB の

学友会組織が外国に組織され活動を

していますが、これについても、ベ

トナムはありません。中国も上海に

あるだけで大きな活動はなされてい

ないようです。追い追いこのような

疑問点を無くすよう勉強して改めて

報告させてもらいます。以上会長報

告終わります。
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① 柏西 RC『パスト会長会議』開催の案内（水野晋治会

長エレクト主催）

　日時：11 月 6 日（金）17：00 ～

　場所：ザ・クレストホテル柏　3 階和室

②東日本大震災希望の風奨学金より『風の便り 73 号』

③例会変更のお知らせ

　柏 RC：11/4（水）は情報研修会の振替休会

ンテーションに参加されました。千

葉で開催ですから、一日仕事にな

り、使命として参加され頭が下がり

ます。青少年委員の方々ありがとう

ございました。

　また、１３日はフェローシップ第

三回ゴルフ大会、三名のゲストが参

加、トータル２４名の参加をいただ

きにぎやかに開催でき、大変うれし

く思います。このフェローシップの

縁で本日、山本産業の大沼隆さんが

入会となります。是非柏西クラブで

のロータリーライフを楽しんでもら

うとともに、一緒に歩みたいと思い

ます。皆さん温かくお迎えして早く

なじんでもらえるようお願いしま

す。

　さて、月初に言いましたが、当月

は米山月間です。当クラブは胡さん

を支援していますが、昨年１年間ど

れだけのロータリークラブが支援し

ているか？総数８６８名の学生を受

　皆さんこんにちは。先週も様々

な委員会、イベントがありました。

１１日、日曜日お忙しい中、青少年

奉仕委員の櫛田会員、今日欠席され

ていますが、青少年交換留学オリエ
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卓 　 話 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会奉仕委員長　宇田川　博司　会員

　こんにちは、社会奉仕委員会の宇田川です。委員会の

活動については何度も報告しておりますので、今日は私

自身の個人的なお話をしたいと思います。過去入会当時

に、学生時代や趣味などを話しました。今日は社会人に

なってからの事や、最近の事についてお話しします。他

の会員の方が卓話で立派な話をされていますが、私は平

凡で面白くない話ですがご容赦ください。

20 代の頃
　大学卒業後、家業を継ぐ前に社会勉強ということで、

2 年余り電気メーカーの販売会社におりました。その後、

家業の電気店を継ぎ、まあまあ順調に仕事をしてきまし

た。また、学生時代からの趣味で、自動車のラリーとい

う競技をしておりました。A 級ライセンスを持ち、全日

本ラリー選手権に出る程で、相当入れ込んでいました。

27 歳で結婚し、妻は今も健在です。趣味のラリーも上

位入賞や、優勝も何度も経験してピークだったと思いま

す。

　そんな頃、群馬選手権の SS でミルクのような霧の中、

自信があったので勝負をかけて攻めた結果、林道から転

落してしまいました。それまでも競技中や練習走行中に、

川や崖に何度も落ちてますが、その時には結構落ち込み

ました。その翌年には車両も変わっていましたが、本番

1 週間前の練習で転倒し全損。急遽、代わりの車も用意

されましたが、結局出場は諦めました。徐々に遠ざかっ

ていて、最後に走ったのは、千葉県のラリーに招待され

後輩のハチロクを借りて行きましたが、ふがいなく 13

位だ、ったと思います。ここまでが 20 代です。

30 代の頃
　30 歳になった頃です、違う魔の手が忍び寄ってきま

した。1 度は断っていたのですが、「車を辞めたら入り

ます」なんて約束をしていましたので、入会してしまい

ました。そうです、柏青年会議所です。JC です。最初

は慣れませんでしたが、性にあっていたのか、毎週の例

会が待ち遠しいくらい楽しみでした。とにかく、30 歳

になった頃ですから知力はともかく、体力には自信が

あったころです。ハシゴ酒なんて当たり前で、明るくな

るまで飲んでいることも度々です。

「そうですよね、水野会員」。

　何せ 40 歳卒業の会ですから付き合いも半端なく、飲

む回数も増えてきて、家族より JC 仲間との時間がどん

どん増えてきました。同じ釜の飯とはよく言われたよう

に、まるで兄弟のようになってしまいます。その辺は、

商工会議所青年部もほぼ同じかなと思います。また、JC

バカとはよく言ったもので、今考えるとかなり恥ずかし

い事もしてきました。10 年の在籍中に、理事長までさ

せて頂き充実した期間を過ごすことができました。今こ

こにいらっしゃる当時の会員の皆様にも、大変お世話に

なりました。特に竹澤会員には改めてお礼を申し上げま

す、家族を顧ることもなくよくお供をして頂きました。

　(JC で勉強になることもありましたが、修練、奉仕、

友情の会にも、落とし穴があります。親兄弟より信頼し

すぎて、バブル景気にも乗ってお金の貸し借りも、当た

り前のようになって金額の感覚もおかしくなってきまし

た。私事ですが、貸し倒れも相当あります。誤解のない

ように申し上げますが、今の柏青年会議所は違います、

真面目で堅実な青年の会のはずです。また、現在柏西ロー

タリークラブに在籍する柏 JC の出身者も同様です。)

　( 話は元に戻りますが、柏にスーパーダイエーがあっ

たのを覚えていますか、電気屋の私がショッピングセン

ターの中に飲食店を出店したのも、奈良県法隆寺 JC の

先輩にアドバイスを頂いたからです。調子に乗り、マッ

クスバリューにも出店しました。意気揚々と出港し、副

収入を得て大儲けをする予定でしたが全く反対で、結構

な借金だけが残りました。これが 30 代です。その後、

本業を一生懸命頑張りまして現在は無借金の状態です。

勿論今も、仕事は真面目にやっていますので、ロータ

リーに費やす時間は限られています。これは声を大にし

て言っておきます。)40 代、50 代の事は次の機会に話

します。

　ここからは、60 代の話を時間があればしようと思い

ます。

①スバルに負けた話

　ちょうど 2 年前の今頃の時期、妻と紅葉を見る旅行

でもと、諏訪から軽井沢へ 2 泊でドライブに出かけた

時です。実はすいている道を思い切り走りたかったとい

うのもあります。2 日目の事です、長野「ビーナスライ

ン」という山道を快適に飛ばしていました。平日で道は

ガラガラ、天候はやや曇り。普通の車は追い越して、さ



らにソロツ一の BMW のオ一トバイまで煽っちゃったり

して、「車はこの位走らせてあげないとかわいそうだよ、

エンジンも喜んでるだろう」なんて勝手な事思っていま

したら、迫ってくる車がありました。「よし、これを待っ

ていたんだ」ペースアップし、引き離そうとしましたが、

ピタリついてきます。バックミラー越しにスバルのマー

クが見えます。あれ、私の車は一応 BMW2 リッターと

はいえターボ付き、非力とは思っていましたが、一般道

で私がドライブする限り無敵だと思っていましたが、や

はりファミリーカーでした。4 輪がズリズリする位攻め

込んでいっても立ち上がりで詰めてこられます。10Km

位走ったところで ( 道路工事の片側通行に出会い一休

み。2～3分後、Oスタートしていきましたが、やはり迫っ

てきます。助手席の妻は何も言わないで平気な顔をして

いましたが、道幅いっぱいに使って「キャー怖い」とか

言わせてやろうかとも思いましたが、1 歩間違えば転落

ですから、安全マージンを削るわけにはいきません。セ

ンターラインを超えない走りのまま、) 負けを認め，諦

めてパスさせました。パワーの差とスバル 4 駆のせい

です。いやいや、実は私の歳のせいかも。そして何十年

も前の感触が思い出され気持ちよさと、気分の高揚を覚

えました。紅葉のなかで。

　( つまらないしゃれを言いましたが、) その日の夜、

軽井沢のホテルのバーラウンジで妻と飲んでいるとき

バーテンも交えて、昼間の話をしていましたら「でもパ

パ、まだ限界じゃなかったでしょ」と妻が。さすが、私

の良き理解者だなと思い惚れ直しました。そして、スバ

ルに勝つにはポルシェだ、ポルシェが欲しい。その時に

ポルシェ願望が芽生えました。結局、4 駆のアウディに

乗ってはいますが、4 駆は早く走るには慣れが必要だと

感じています。

　以上、卓話を終わります。



次回の例会は 11 月 6 日 ( 金 ) 通常例会です。

クラブ会報委員／齋藤敏文、東海林康之、秋元慶一、大久保文宏

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

ニコニコＢＯＸありがとう！
★	パートナー誕生日：髙田住男、住吉　会員

★	結婚記念日：髙田住男　会員

★	(^^ ♪

　森永会員　初めてのゴルフコンペ参加、楽しかったです

　寺田会員　第３回ゴルフコンペでドラコン・ニアピン頂きました

髙田住男会員　嶋ちゃん本ありがとう

　中塚会員　大沼会員入会おめでとうございます

　助川会員　ベスグロ頂きました

　森市会員　ニアピン頂きました

　中嶋会長　ゴルフ準優勝しました

大沼　隆　新入会員

米山功労者　第１回　小溝　正行　会員

出席報告

　　　　　　　６２名

　　　　　　　１４名

青野、秋元、江口、落合、金子、小林正直、

小林太時、東海林、鈴木一弘、千葉、花島、

馬場、松本隆一郎、吉田　　　　　　会員

出席率　77.42％

会員数

欠席者

大沼　隆　新入会員（推薦者　寺田　会員）

こ れ か ら の 例 会 予 定

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

月日 曜日 例会 卓話者・他内容
10 月 30 日 金 休会
11 月 6 日 金 合同 １１Ｇ合同例会＆情報研修会
11 月 13 日 金 通常 住田みゆき会員
11 月 20 日 金 通常 森永誠一郎会員
11 月 27 日 金 通常 榎本洋史会員


