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YOKAICHIBA

会
長
副
会
長
幹
事
広報・公共イメージ
向上委員長

R.I 会長

独）

第 2790 地区ガバナー

漆原

摂子（勝浦 RC）

第 8 グループガバナー補佐

大塚

榮一（八日市場 RC）

No.2812

CLUB

宇之沢
川 口
鈴 木

文
京
英

夫
子
人

梅

佐

一

原

創 立 昭和 37 年（1962）1 月 13 日
平成 29 年（2017）韓国富平 RC との姉妹クラブ締結
例会日 毎週火曜日 12：30～13：30
例会場 千葉興業銀行八日市場支店（２階）
事務局 千葉県匝瑳市八日市場イ 2571
TEL 090-8947-7851（幹事）
FAX 043－332－9055

ホルガ―・クナーク

（ヘルツォークトゥム・ラウエンブルク・メルン RC

ROTARY

http://yokaichiba-rc.jp/

第８回例会

令和 2 年 9 月 29 日（火）

千葉興業銀行八日市場支店２階例会場
ない状態にありましたが、まず、米山記念奨学会
例会プログラム
のセミナーが開かれまして、熱田委員長、鈴木幹
事と私で出席してまいりました。今月の 16 日に
〇点
鐘
宇之沢文夫会長
は財団のセミナーがありましたが、それにはリモ
〇ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ
「奉仕の理想」斉唱
ートで参加をしました。ロータリー財団というの
〇会長挨拶
宇之沢文夫会長
はアーチ・C・クランフという方がクラブ会長と
〇幹事報告
鈴木 英人幹事
しての最後のスピーチで、世の中に良いことをし
〇委員会報告
ようと、クラブが多くのことができるように「非
常時基金」を作る事を提案しました。それが「ロ
〇会員卓話
鶴池 豊吉会員
ータリー基金」の提案に繋がったとされているそ
〇ニコニコ報告
うです。私達クラブも地区補助金を使いまして飯
〇出席状況報告
高寺の砂利敷や子供を対象としたサイエンスショ
〇点
鐘
宇之沢文夫会長
ーなどを行いました。来月には管理運営のセミナ
ーが千葉で開催されます。これにも幹事には千葉
会長挨拶 ・・・宇之沢文夫会長
へ行っていただきますが、私はオンラインで参加
をします。コロナウイルスが落ち着いてきました
ら懇親会なども行う予定ですので少しお待ちくだ
さい。以上会長挨拶です。

幹事報告 ・・・鈴木

皆さん、こんにちは。台風も昨年のような被害が
無く去りホッとしております。9 月ももう終わり
となりますが、本日は研修を兼ねての卓話としま
して、鶴池会員に卓話をお願いしております。後
ほど卓話をお願い致します。地区ではコロナウイ
ルスの影響により、セミナーなどもなかなか開け
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英人幹事

◇例会場及び時間の変更
＊成田空港南ロータリークラブ
10 月 15 日（木）
、22 日（木）は休会となります。

委員会報告
◇ロータリー研修委員会

柏熊

均委員長

◇会報受領クラブ名
＊銚子東ロータリークラブ
7 月～8 月分 6 通が届いております。
＊佐原香取ロータリークラブ
7 月～8 月分 4 通が届いております。
＊八街ロータリークラブ
7 月～8 月分 6 通が届いております。

従来は夜の例会を利用して研修を行っておりまし
たが、今年度はコロナウイルスの影響により昼の
例会を利用して卓話という事になりました。鶴池
会員に卓話をお願いしましてベテランの昔のお話
や北仁川 RC との交流会の話などをしていただき
ます。宜しくお願い致します。

◇週報礼状
＊PG 山田修平様、PG 諸岡靖彦様、
PG 増田豁様、PG 秋元秀夫様、
PG 森島庸吉様、PG 土屋亮平様、
PG 石井亮太郎様、PG 白鳥政孝様、
ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰﾃﾞｼﾞｸﾞﾈｰﾄ 小倉純夫様
より届いております。

卓話者紹介

・・・梅原

佐一副 SAA

鶴池先輩は昭和 4 年（1929 年）の巳年生ま
れ。昭和 59－60 年度の会長を歴任されておりま
す。今年 91 歳ということです。卓話を宜しくお
願い致します。
＊生まれた年の出来事＊
・10 月 24 日暗黒の木曜日といわれるウォール街
の大暴落
＊同じ年に生まれた有名人＊
・村田英雄・フランキー堺・
オードリーヘップバーン

◇その他
＊配布物・・・活動計画書
ロータリーの友 9 月号
ガバナー月信 9 月号
献血のお知らせ、献血のポスター
米山記念奨学会より豆辞典
＊回覧・・・風の便り、コーディネーターニュー
ス 10 月号、寄付レポート
財団室ニュース、諸岡年度ガバナー
月信合本

会員卓話

・・・鶴池

豊吉会員

＊銚子ロータリークラブ、銚子東ロータリークラ
ブ、佐原香取ロータリークラブ、小見川ロータ
リークラブより、活動計画書が届いておりま
す。
＊地区女性交流会のお知らせです。
12 月 19 日（土）TKP ガーデンシティー千葉
にてクリスマス交流会が開催されます。参加を
希望される方は幹事までお願い致します。
＊本日鈴木淳一会員より、お米をいただきました。
お帰りの際は下からお持ち帰りください。

皆さん、こんにちは。柏熊委員長から今回のお話
がありまして、続いて川口副会長からもぜひ、と
いう依頼がございまして、また、宇之沢会長のお
父さんとは匝中の同級生で何十年と親しくさせて
いただいたのでこれはもう逃げられないなと思い
お受けしました。いずれにしても約半世紀も前の
話ですので現在とはちょっと考え方が違いますの
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で「そんなことがあったんだ」という程度に聞い
て下さい。

男女で構成され、八日市場は非常に活発でした。
ローターアクトの例会は第 1、第 3 金曜日でその
時にはロータリークラブから必ず 1 名以上参加し
ないと例会が成立しないというものでした。ロー
ターアクトクラブには非常に優秀な方が多く、現
在旭クラブの北川さんもアクト出身です。

八日市場ロータリークラブは昭和 37 年にスター
トしたんですが、私は 30 代で昭和 41 年に入会
しました。当時はチャーターメンバーですが、鶴
野さんのお父さん、平山さんのお父さん、福島さ
ん、など八日市場を代表とする錚々たるメンバー
の集まりでした。最初は 22 名でスタートしたの
ですが、それでは少ないだろうと 10 名ほど入会
し 32 名でチャーターナイトを行ったと記憶して
います。昭和 45 年が大阪万博の年でして、戦後
の復興機運が強く、ロータリー活動も活発でし
た。当時は千葉県と埼玉県が同一地区でした。そ
の後クラブ数が増え千葉県と埼玉県が別の地区と
なりました。八日市場メンバーも意欲がすごく、
八日市場駅の上屋を建設し、「ガバナー賞」を受
賞しました。昭和 44 年には国際論文コンテスト
で奥田六兵衛会員が入賞をしました。50 年には
今では当たり前のようになっていますが、郵便局
と農協に老眼鏡が備えられていますが、あれはう
ちのクラブの提唱で始まり、「ガバナー賞」をい
ただきました。

当時は土曜日が例会日でメーキャップは前後 1 週
間となっていましたので、ビジターが毎週 2、3
名、多い時は 4、5 名いました。銀行が土曜日休
みになり、その後火曜日に変更となりました。月
に 1 度は「ワインデー」というものがあり、今で
は考えられませんがビール、日本酒、ワイン、ウ
イスキーを 1 杯やりましてほろ酔い気分で帰ると
いう事もありました。当時のロータリーの友にも
他クラブですが、例会の開始時間よりも少し早め
に来て会場に備えてある角瓶を 1 杯やることが無
上の喜びであるという記事が載っていた記憶がご
ざいます。
当時は今と違いクラブ奉仕も細かく分かれてお
り、関連性のある委員会を集め会議（炉辺会談）
を開いておりました。国際奉仕、社会奉仕、国際
奉仕は一緒に会合をしました。会長は必ず会合に
出席していました。当時は会報が非常に大変で、
今のように録音機械がありません。一番前の席に
座り、卓話者の話を必死になぐり書きをし、土曜
日が例会でしたから土・日、で書き上げ、月曜日
に印刷所に持ち込み、火曜日にゲラ刷りができ構
成し、水曜日にまた印刷所に持ち込み、木・金で
仕上げるという状況でした。

昭和 36 年に旭クラブ、37 年に八日市場クラブ、
昭和 41 年に当クラブがスポンサークラブとな
り、横芝ロータリークラブが設立されました。
色々活動は盛んでしたが、一番厳しかったのは出
席です。会員は出席率 100％が当たり前で昭和
43 年には地区出席競争第 1 位、30 数名が全員
100％で欠席をした場合は必ずメーキャップを行
うことになっていました。44 年にも第 1 位、46
年は第 5 位、48 年は 3 位でした。出席競争が非
常に激しかったと記憶しています。出席 30 年
100％という事で地区から盾を 3 回いただきまし
た。

北仁川ロータリークラブとの交流の始まりは、当
時韓国から国外には正当な理由なしに出国するこ
とができませんでした。日本へ観光に行きたいが
正当な理由が無くては行けないので八日市場クラ
ブの記念例会に招待してくれないか。ということ
で交流が始まり現在の友好クラブとなりました。
今では考えられないようなことが当時はたくさん
ありましたので、
「そんな感じだったんだ」と軽
く聞き流してください。新車を買うとニコニコボ
ックスに入れるというそんな時代でした。

鶴池会員、楽しい卓話をありがとうござい
ました。
昭和 55 年にロータリーの 20 周年事業としてロ
ーターアクトクラブを創立致しました。ローター
アクトクラブは 20 歳から 20 歳ちょっと過ぎの
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ニコニコ BOX 報告 ・・・鈴木淳一親睦委員長

🌸本日のお弁当🌸

「浜っ子」

◇鶴池 豊吉君 入会記念をいただいて
新盆、ありがとうございました
◇鈴木 勝彦君 鶴池さん、卓話に感謝です
◇宇野佐太夫君 季節の変わり目、
健康に気を付けて
◇小川不二夫君
◇宇之沢文夫君
◇川口 京子君
◇梅原 佐一君
◇鈴木 淳一君
◇伊藤 眞帆君
◇荒井 正規君

例会風景

鶴池さん出席ご苦労様です
出席ご苦労様です
出席ご苦労様です
2 回目代理、ご協力感謝します
出席ご苦労様です
運動会無事開催できました
出席ご苦労様です

累

計

２４，０００円
１５０，０００円

出席状況報告 ・・・伊藤眞帆出席委員長

項 目
本日
9/29
前回
9/15

会員総数

出席数

出席率％

39 名

27 名

71％

39 名

23 名

71.7％

◎出席免除者数 6 名
〇点

鐘

宇之沢文夫会長
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