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ロータリーは機会の扉を開く
地区： ｢クラブが主役となり奉仕の理念の実践を!｣

野田： ｢ロータリーを勉強しよう｣

2020−2021年度 ロータリーのテーマ

会 長 挨 拶

栗林

徹 会長

皆さんこんにちは。久しぶりの例会再開となりまし
た。色々な意見がある中で、食事の提供無しでの開
催となりました。
私の年度も残り1ヶ月を切ってしまいました。総括は
クラブ協議会の際に発表させて頂きますが、結果的に
新型コロナウイルスに振り回された年度でした。今後
の日程につきましては本日の理事会で検討しまして、
後日改めて連絡いたしますので宜しくお願い致しま
す。

会長挨拶も新型コロナウイルスの話になりがちです。
野田市も集団ワクチン接種会場を設けるべく準備
しているところです。会場は野田市文化会館を予定し
ているところですが、詳細につきましては今後の発表
が待たれます。
私自身は明日8日、市内の医院で1回目の接種の予
約がとれています。5月6日の受け付け開始の朝、携帯
電話からの予約を試み2度目で運よく予約できました。
千葉県は緊急事態宣言の対象ではありませんが、
まん延防止等重点措置の対象となり、野田市は対象
地域に指定されています。
6月5日現在の千葉県内における野田市の感染状
況を調べてみました。
人口10万人当たりの陽性者数をみてみますと、1位
は13.64人の市川市、以下習志野市13.41人、松戸市
11.54人、千葉市11.3人、野田市は11.17人で県下5位
となっています。船橋市10.91人、柏市8.07人より上位
におります。
また直近1週間の陽性者数を比較した資
料もありまして、野田市は10万人当たりの陽性者11.17
人で県下3位となっています。
松戸市は2位ですが、流山市10.49人、柏市8.09
人、我孫子市4.57人は野田市より下位におりますと
PCRの検査者数にも左右されると思われますが上位
をキープしていることは喜ばしいことではありません。
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御結婚記念日祝い

新たな変異ウイルスも出現し、
日々情報に振り回さ
れています。
コロナウイルスが飲食業のみならず様々
な事業者にボディブローの様にダメージをあたえてい
ます。一刻も早い収束を願うばかりです。

第3 0 0 3 回 例 会
点
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栗林
徹 会長
染谷 康雄 会員
君が代
奉仕の理想

川崎 貴志 会員
（5月 3日）
田中 鐘一 会員
（6月 6日）
中野祐三郎 会員
（6月 7日）

御誕生祝い

出 席

中村 政道 会員
（5月22日）
白島 智子 会員
（5月26日）
伊東 真也 会員
（5月28日）

鈴木 康夫 会員
（6月 3日）
川崎 貴志 会員
（6月15日）
冨山 好夫 会員
（6月30日）
家田 真人 会員
（6月30日）
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今回分（6月 7日分）
会員57名中57名出席（100％）

ニコニコボックス
山本 和広 会員
娘が５月８日に結婚しました。
大澤 康人 会員
蕃昌秋葉神社の新社殿が完成し遷宮（せんぐう）
の神事を行いました。
コロナで式典は中止となって
しまいましたが、
ご協力いただきました皆様には心よ
り感謝申し上げます。
中村 政道 会員
誕生祝いありがとうございます。
白島 智子 会員
誕生祝いありがとうございます。
伊東 真也 会員
誕生祝いありがとうございます。
鈴木 康夫 会員
誕生祝いありがとうございます。
川崎 貴志 会員
誕生祝いありがとうございます。
冨山 好夫 会員
誕生祝いありがとうございます。
家田 真人 会員
誕生祝いありがとうございます。
川崎 貴志 会員
結婚祝いありがとうございます。
田中 鐘一 会員
結婚祝いありがとうございます。
中野祐三郎 会員
結婚祝いありがとうございます。
早退

1. 第69回「野田夏まつり踊り七夕」次年度への延期の
お知らせが来ております。
2. 各種団体への賛助金支出の報告
あおいそら運動推進協議会 5万円
野田市スカウト連絡協議会 5万円
野田地区保護司会 3万円
野田市子ども会育成連絡協議会 1万円
ナな連合1万円
3. クラブ協議会の開催方法については、理事会にて決
定後に各委員長さんにお知らせいたします。
4. 定款、細則、内規の改正については、書面表決により
承認可決されました。
5. 地区大会決議が今回は郵便投票により承認可決さ
れました。
6. 高梨昇一郎会員の俳句がロータリーの友に掲載され
ました。
「古書店を出ればいつしか牡丹雪」
7. ガバナ月信6月号に新ロータリアンとして櫻井正則会
員、家田真人会員が、紹介されました。

委員会報告
中村

政道 副幹事

1名

幹事報告

大澤

康人 幹事

2021-22年度からのお知らせ
只今、来年度の活動計画書を作成しています。
会員名簿の欄でメールアドレスと携帯電話の記載の
ない方がいらっしゃいます。
こちらで分かる範囲です
が、記載させていただきます。
もし不都合のある方が
いらっしゃいましたら、6月28日
（月）
までに副幹事中村
へ申し出てください。
また皆様お手持ちの今年の活動計画書を今一度
ご確認いただき、間違いや訂正等がないかどうか確
認をしていただきますようお願いいたします。
間違い・訂正等がある場合は、合わせて6月28日
（月）
までに副幹事中村あてにご連絡頂きます様、重
ねてお願いいたします。
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卓 話

櫻井 正則 会員

「自己紹介」
みなさまこんにちは。4月に入会させていただきました、
千葉銀行の櫻井正則です。
私は1967年、昭和42年8月9日生まれの現在53歳で
す。寡黙でおだやかな父と明るく働き者の母のもと、
伸び伸びと育てられました。
生まれの地は瀬戸内海に面した、四国の愛媛県新
居浜市というところで、道後温泉で有名な松山市や
タオル生産で有名な今治市よりも東側、香川県寄りに
位置しています。旧財閥の住友家の銅山があったこ
とで、知る人には知られています。
一般的に、瀬戸内地方は一年を通じておだやかな気
候というイメージをお持ちかと思うのですが、真夏に
なると全く無風に近い
『凪』
という状態が続くことがあ
り、
その時は大変過酷な暑さとなります。
それが体にこたえたのか、私は生まれて初めて自宅
に戻ったその日に高熱を発症し、半ば意識を失った
状態で病院に逆戻り、母親は覚悟を決めたていたそ
うです。
何とか事なきを得たその後、父親の海外単身赴任の
関係で、両親の出身地である高知県に移り、母親の
実家で、3才上の姉とともにしばらく過ごしました。
その後幼稚園に上がる少し前ぐらいに、父親の帰国
とともに千葉県の中部に位置する市原市の姉ヶ崎と
いうところに一家で引っ越し、以後20年以上を同地で
過ごしました。
初めての社会生活となる幼稚園に入ると、それまで
伸び伸びと育てられすぎたのか園児が思いつく限り
のいたずら三昧だったらしく、毎日のように母親が各
方面に詫びを入れていたそうですが、
もちろん自分で
は全く記憶にありません。

一方では父親が再び海外に単身赴任となったため、
運動会にはいつも会社の同僚の方々が代わりに来て
くれ、親子競技に参加してくれていました。
そのことに
ついて、寂しさというよりも、何故か子供心に申し訳な
いな、
と思っていたことはよく記憶しています。
小学校に上がっても伸び伸びは止まらず、1年生の
入学直後ぐらいから指定された通学路を外れて、友
達と一緒に山の中を棒を振り回しながら下校していま
した。
そうしたところ、その姿を8ミリフィルムで教師に隠し
撮りされた上に、それを上級生向けのマナー教室に
おいて主演男優扱いで上映されるということがありま
した。
人さまに迷惑をかけていなかったからなのか親から
怒られることはなかったのですが、教師の誰からも注
意されることがなかったのは今もって不思議で、今で
は珍しくもないですが、私にとっては今から40年以上
も前に、盗撮されたあげく公衆の面前にさらされる、
と
いうかなり時代を先取りした経験だけが残りました。
また当時は、
ピアノ、習字、
そろばん、水泳と習い事が
非常に忙しかった覚えがありますが、基本的にはとに
かく外を走り回って遊ぶことが好きな子供でした。
中学入学後は、3年間テニス漬けの生活でした。入
学時には140センチ台半ばぐらいしかなかった身長も
1年間で20センチほど伸び、
それとともにテニスもどん
どん上達して、
自分で言うのもなんですが市内の同
世代では無敵の状態となりました。学校の全校集会
で表彰されるたびに女子生徒からの人気はいやが
上にも高まりましたが、
それがモテ期の絶頂であった
ことに気づくのはずっと後のことです。
高校は、千葉市にある県立千葉高等学校へ進学し
ました。今では旧制中学から数えて創立140年を超え
る伝統がありますが、60年安保闘争をきっかけにして
生徒会がなくなり、進学校ではあったのですが、進学
よりもむしろ自主性と教養を尊ぶような気風の学校で
した。
私自身もそんな周囲の影響を受け、数えたことはあり
ませんがジャンルを問わず数多くの書籍に親しんだ
時期でした。幼少期から好きだったのですが、今に続
く読書の習慣はこの頃に確立されたと思います。
部活に関しては、当時は細身の体だったのですが、
何を血迷ったかラグビー部に入部しました。
これは、
ひ
とえに男らしさというものにあこがれてのことです。
今では現在の地元である船橋のクボタスピアーズと
いうチームの応援に足繁く通うほどのファンになり、
ラ
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グビーは私の生活になくてはならないものとなってい
ます。
高校卒業後は、大学受験技術を極めるための学校
に通うことにしましたが、結局は神田の書店街と神宮
外苑付近をうろつきながらのサボリ三昧で、神宮球場
そばにあったバッティングセンターには毎日のように通
っていました。
そのうちに当時TV番組でも活躍していた、
たけし軍
団の草野球の試合を野次馬として見学していた時
に、
「人が足りない。君、一緒にやろう」
と、人数合わせ
で誘われて飛び入りでプレーするなど、
バッティング技
術の向上は認められたものの学力は向上せず、最終
的には現役時代と同じ大学に入学する結果となり、
ま
さに空白の一年と呼ぶにふさわしい無益な時間を過
ごしてしまいました。
そのことについて両親は何も言わなかったのですが、
申し訳なさもあり、生まれて初めて親に感謝したような
気がします。
大学は早稲田大学政治経済学部というところに入学
しました。
最初のうちは東京都小平市の花小金井というところ
で一人暮らしをしながら、
ラグビーサークルのかたわ
ら、家庭教師と建設現場作業員という非常にバラン
スのとれたアルバイト生活を送っていたのですが、や
がてどんどん建設側に傾いていきました。
なぜあえて過酷な労働条件の方を選ぶことになった
のか、
と言いますとやはり体を使い、汗を流して対価を
得ることに尊さを見出したからです。
というのは建前
で、本当はバブル絶頂期の高額の日当に目が眩んだ
こと。
そして、
日当をその日のうちに飲んで使い切って
しまうという、
やがて銀行員になるとは思えないその日
暮らしぶりに、
なんとも言えない充実感を感じていたと
いうのが正解です。
その後、学生としては非常に平凡だったと思います。
これに関してもあれだけ時間があったのにもっと勉強
しておくんだった、
と悔いが残ります。
大学を卒業した1991年、平成3年に千葉銀行に入社
しました。
市原市にある五井支店を皮切りに、あわせて7つの
支店と本部を経験して、2014年、平成26年に流山市
にある初石支店で初めて支店長になりました。
その後松戸市にある松飛台支店長を経験したあと、
本部の企業サポート部、
みなさまには融資部といった
方が馴染みやすいでしょうか、
そこの副部長を経て、
今般4月に野田支店長として赴任してきました。
ちな

みにですが、野田支店長は、昭和18年の初代から数
えて私で43代目になります。
また、入社後に同僚と始めた山登りにはまり、30年経
った今でも私の人生でなくてはならない趣味となるな
ど、
これまではまことに得るものが多い社会人生活で
した。
ただし、いいことばかりでもなく、入社3年目の頃には
微熱が下がらないという謎の病気で合計半年間入
院、
またつい昨年の2月には、
ロードレーサーという自
転車に乗っている時に、転倒した瞬間後方から来た
車にはねられ、左肋骨のすべてと首の骨を一箇所骨
折し、3か月入院するというありがたくない経験もしま
した。
こんな経験をして言うのも変ですが、救急搬送された
病院のベテラン医師には、
「 交通事故で首のここが
折れて生きていた人は初めて見た」
と言われたことか
らすると、
どうやら運は良いようです。
ここで、家族のことを少しだけ。現在、船橋市で妻と娘
の3人暮らしです。
ひと回り年下の妻とは 2005年、平成17年4月29日に
結婚しました。
翌2006年には長女が誕生、今ではすっかりおしゃべ
りな中学生に成長しています。
最後になりますが、冒頭お話しした通り、
ロータリーの
活動は初めての経験でございますので、
これからの
活動を通じて奉仕の精神を学び、地区スローガン実
現へ向けて少しでもお役に立てるように頑張ってまい
りますので、今後ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い
いたします。
以上で私の自己紹介とさせていただきます。
ご清聴
ありがとうございました。
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2021 年4月28日
第2790地区 第2020-2021年度地区雨補助金奨学生 大口カロリーナ南
ホストクラブ・デイビスロータリークラブ
春学期になり、
新たな授業を履修して毎日新しいことを学ぶ充実した日々を送っています。
ロータアクトクラブにも一員
として馴染んできて、
コロナウイルスの影響で全てがオンラインで行われる状況でも少しずつメンバーに会ったり交流
をしたりしています。
ロータリー活動
毎週の例会に参加し、
デイビスロータアクトクラブの一員として馴染めてきています。
引き続き Baby Packs Project
という、
赤ちゃんのためのよだれかけなどを縫って一年に一度ブラジルのお母さんに送るという活動にも参加していま
す。
今後、
大学院生として残りの4年半をこのクラブに属して交流していくことが楽しみです。
また、
Happy Coins とい
う寄付をした人がその週の嬉しかったことを例会で発表できるという催しにも初めて参加してみました。
集まった寄付
はポリオワクチンの基金になるそうです。
額は10セントから参加でき、
現時点で100ドル弱集まっているそうです。
ファミリー
デイビスロータアクトクラブには
「ファミリー」
という制度があります。
クラブのメンバーは水フ ァミリー、空気ファミリー、火
ファミリー、
土ファミリーのうち一つに属してファミリー内で様々な活動を通して交流することができます。
交流をすれば
するほどそのファミリーのポイントがたまり、
そのポイントの多さをファミリー同士で競います。
ファミリーの皆で会ったり、
一緒に撮った写真を提出したりとポイントを得られる方法はたくさんあります。
私は今学期から土ファミリーに入れても
らいました。私が参加した最初の活動はファミリーの皆で集まってゲームをする1時間の交流会で、参加者は約10人
でした。
直接会うことはできないので Zoomで開催されました。
一人 が絵を描いて他の人がその名前を当てるという
ゲームで、
絵がわかってもその英語名を知らなかったり、
アメリカ文化を十分に知らないために答えることができなかっ
たりとてんやわんやでしたが、
コロナウイルスが蔓延している環境下で数少ないロータアクトクラブのメンバーとお話や
ゲームを楽しめる場だったのでとても充実していました。
会長

野田RC理事会議事録
開催日時

令和3年6月7日
（月）

開催場所

欅のホール 5F

号

議

栗林

徹

題

承認 否決 保留

1.

今後の予定について（クラブ協議会について）

○

2.

次年度誕生日・結婚記念日お祝い品について

○

3.

次年度予算案・年間行事予定について

○

4.

年間各種賛助金支出について

○

野田ロータリークラブ
月 日

例会・卓話予定表

6月14日（月） 卓話

卓 話・行 事
小林

照男会員

月 日

卓 話・行 事

7月12日（月） クラブ協議会

6月21日（月） クラブ協議会

7月19日（月） 通常例会

6月28日（月） 最終例会

7月26日（月） ガバナー公式訪問

7月 5日（月） 初例会

8月 2日（月） 通常例会

写真撮影
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