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会　長　今　野　文　明　　　　　幹　事　本　橋　和　也
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　　　　TEL 043-245-3202　FAX 043-245-7522
　　　　E-mail：chibawestrc@wrpc.co.jp
　　　　URL：https://www.chibawest-rc.net/

   地区スローガン ： 「 Love Other Spirit ～繋ごう次世代へ 夢ある未来に向けて～ 」
クラブ方針 ： 「 豊かな心を持とう！ 今こそ『絆』 」

■ 会長挨拶 /今野文明 会長
　皆様、本日は大変お忙しい中、例会にご参加を頂き、誠にありがとうございます。
　まん延防止等重点措置が 3 月 21 日まで延期され、3 月 15 日まで例会取消及びプログラムの延期
とさせて頂き、本日は約二ヵ月ぶりの例会となりました。また本日は、本来ならば昨年の 9 月 14 日
の予定でした、武田会員と川﨑会員の新入会員卓話がようやく実現できます、大変お待たせ致しま
した、楽しみにしています。
　この厳しいコロナ禍に加え、対岸ではロシアによるウクライナ侵攻という、ロータリーのビジョン
とは逆行するような暴挙に、信じられない日々が続いていますが、本日は少し気分を変えて、私も大
好きな日本の国技でもあります、大相撲の話に少し触れたいと思います。一昨日終了した三月場所
は「福島県出身の新関脇、若隆景」の初優勝で幕がおりました。そんな華やかな裏で、真剣勝負の
実力社会の角界に入門し一年の「村山」という19歳の新米力士がいます。本名は、村山 豪 と言います。
彼は、当社の監査役を務め、また千葉青年会議所時代からの親友の息子です。元大関「琴欧州」が親方の「鳴戸部屋」に
所属しています。この部屋は、まだ関取はまだ居ませんが、将来有望な16名の若手力士がいます。
　そんな中「村山」は､身長 168ｃｍ・体重 130 キロという巨漢揃いの今の力士たちに比べると小さな体ですが、高校卒業
前の昨年の初場所で前相撲デビューをしました。この前相撲とは番付に名前が載ってない新人力士の順位を決める取組のこ
とです。その後の 3月場所で序ノ口 7戦全勝優勝し序二段に出世しました。怪我などもあり苦しみましたが、今年の初場所
では「東三段目四十二枚目」に番付を上げています。
　素人ですが私の印象は、下からの突き押し相撲で「大関の貴景勝」の相撲に似ているなと感じています。まだまだ関取
になるまで道は険しいと思いますが、ご存じの通り大相撲の世界は番付社会で、横綱を頂点とする幕内、十両までの約 60
名が関取と呼ばれ相撲協会から給料が貰えます。勿論給料は、番付により変わります。関取になると大銀杏を結えて、外出
は羽織袴に雪駄、タニマチと呼ばれる後援者からご祝儀などが貰えるようになります。その下の「村山」達は、養成員と呼ばれ、
幕下、三段目、序二段、序ノ口まで約 600 名が番付表に名前が載り、幕下以下には本場所出場の手当 16万円が支給されます。
部屋で集団生活なので、食費や家賃は掛からず、着るのは浴衣のみです。
　関取は一場所 15日間、毎日相撲を取り8勝すると勝ち越し、幕下以下は一場所 7番相撲を取り4勝すると勝ち越しとな
ります。本場所は年 6 回、毎場所一番一番の勝敗により一つでも上を争う、番付が全ての勝負の世界です。本人は本当に
真面目な子で「ご期待に応えられるよう一番でも多く勝って上を目指します」と言っておりました。インターネットで朝 8 時
から大相撲全取組が放送されています。今場所の「村山」の出番は、大体 12 時半頃でした。機会があれば、応援してあ
げてください。
　本日は、ロータリーとは、まったく違う話になってしまいましたが、以上で、本日の私の挨拶とさせて頂きます。ありがと
うございました。

■ 四つのテスト/ 嶋田　悠 会員
 「言行はこれに照らしてから」
　真実かどうか
　みんなに公平か
　好意と友情を深めるか
　みんなの為になるかどうか

■ お客様
 ・なし

■ 幹事報告
 ・なし
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 誕生祝い

　【2月】
　　小松喜久子、木村龍次、飯高喜代志、高橋健一郎　各会員
　【3月】
　　並木瑛夫、中村武弘、荘司芳樹、白井貴博　各会員

【誕生祝いスピーチ】　飯高喜代志 会員
　皆さま、こんにちは。誕生日祝いという事で私、
2月13日に68歳になりました。見えないでしょ？（笑）
ロシアのプーチンは 69 歳だそうです。随分年をとっ
たなと思うようになりました。自分の気持ちとは裏腹
に、外見は年寄りの域に入りましたので、皆さまどう
ぞ優しく見守ってください。宜しくお願いします。

 記念日祝い
　【2月】
　　花光和久、渡邉岳仁、桜井隆宏　各会員
　【3月】
　　野口アキ子、平塚五郎治、長坂圭将、丸山正紀　各会員

【結婚祝いスピーチ】　花光和久 会員
　皆さん、こんにちは。結婚して 45 年経ちました。
私は実家が東金ですが、27 歳で結婚し、その倍の
長さを稲毛に住んでおります。大分、稲毛の空気に
慣れました。今日はありがとうございました。

■ 退会挨拶　持田真樹会員　異動のため退会
　この度の人事異動により千葉支店より本社の投資
情報部部長への勤務となりました。大変残念ですが
千葉支店は中谷、水元、三宅、持田と 10 年こちら
にお世話になりましたが、会社の方針として後任者
が入会しないという事になってしまいました。またご
縁があれば、ロータリーの入会を促せるような立場
になれたらと思います。私はいちよし証券の前、三
菱 UFJ モルガンスタンレー証券にいました。稲盛和
夫さんの「利他の心」を読むように言われておりましたが、実際は
奉仕の心というよりも稼いでいれば良いというような雰囲気でした。
利他の心というものを形では理解しているつもりではありましたが、
本当に奉仕の心を持つ皆さんとの活動の中で、私自身が 1 年半大き
く変われたのではと感謝しております。本で読むだけではなく、皆
さんと実際に触れ合えたことがとても大切で、私にとって大きな糧に
なったと思います。本当にありがとうございました。

■ 委員会報告
・親睦活動委員会…春宵「絆」例会のご案内
持田会員、未熟な委員長でしたが親睦活動委員会で
一緒に活動させて頂きました。士気が上がりにくい
中、盛り上げて頂きありがとうございました。
4 月 23 日（土）18:00 ペントハウスにて春宵「絆」
例会を開催致します。皆さまと触れ合って士気を高
めるような例会にしたいと思います。皆さま、どう
ぞ宜しくお願い致します。

・国際奉仕委員会
3月11日～ 13日、書画交流事業きぼーる展示会を
行いました。2,023 名の来会を頂きました。今年は
検見川小が創立 150 周年という中での活動でした。
設営が大変で色々と勉強をさせて頂きましたが、皆
さまのご協力頂をありがとうございました。

2022年3月29日【2】　第2143回  Vol-17

※ 千葉西ロータリークラブ WEEKLY COMMUNICATIONは SNSやWebに掲載されます



      

2022年3月29日【3】　第2143回  Vol-17

■ 新入会員卓話　武田逸郎 会員
　この様な機会を頂きありがとうございます。今日は簡単な
自己紹介と現在勤務しています淑徳大学についてお話させ
て頂きます。
　初めに私の出身は、鹿児島県の串木野市（現在：いちき
串木野市）、東シナ海に面した人口 3万人程の小さな町です。
昔はマグロの遠洋漁業基地や国内有数の金の産出を誇って
いた金山もあり少しは活気もありましたが、現在は、さつま
揚げなどの練り製品の工場や焼酎（海童）の蔵元など、斜
陽傾向で年寄りが元気な街になってしまった。この頃の思い
出の一つに、夏の暑い夜は、涼を求め港の堤防に人が集まり、
夜釣りの釣果（釣れた魚は皆の物）のお裾分けでお刺身が
回ってくることや、お祭りでもないのにやたらとあちこちで
花火を打ち上げ賑やかで楽しかった。50 年近くが経ち、帰
省しても、タイムスリップしたかの様に昔と変わらない風景
が残っているのは、懐かしいと思う反面、何も発展していな
い寂しさを感じます。それが良いのか、悪いのか・・・？
　福祉への熱い志など全くありもしませんでしたが、なぜか、
大学は当時全国に 4 校しかなかった社会福祉学部がある、
淑徳大学へ進学しました。学生時代は、学生寮（2 年間）
で生活し部活はバドミントン部に所属、お金はありませんで
したが、親元を離れた解放感から社会人ではない大学生と
いう身分をエンジョイしました。
　大学卒業後は障害を持つ人たちが生活する施設（千葉県
社会福祉事業団）に就職（児童施設から大人の施設がある
大規模施設です）。その後、35 年程も福祉の仕事を続ける
ことになりました。その間、ほぼ、全ての施設で勤務し、最
後は児童施設の施設長として退職しました。その後、縁あっ
て（学生時代の先輩・後輩繋がりで）、40 年ぶりに淑徳大
学に戻ることになり、現在は、三上さんの後任として、大学
と卒業生との交流・親睦を図ることを目的に業務を行ってい
ます。ただ、新型コロナ感染の影響でこの 2 年程、まとも
な行事が出来ていません、そのため、給与泥棒状態です。
　ここからは、「淑徳大学」についてお話しします。私の在
学時は福祉の単科大学でしたが、現在は、７学部 11 学科、
千葉に 2 キャンパス・東京・埼玉にもキャンパスを持つ大学
です。時間もありませんのでスライドを見ながら簡単に紹介
します。
　千葉キャンパスは、総合福祉学部とコミュニティ政策学部・
大学院があり、学生は約 2,300 名。その他、国家資格受験
対策や教職員採用試験に向け専門的に支援する部署等が設
置されています。今年度の教員採用試験合格者は、現役 27
名、卒業生28名が採用されました。全キャンパス共通ですが、
学生はゼミに所属し、在学時も卒業後もゼミ担当教員との
深いつながりが続いているようです。
　千葉第二キャンパスは、看護栄養学部、大学院があり、
学生は約750名。就職率ほぼ100パーセントを継続中です。
また、卒業後も教職員によるフォロー体制が整って、相談に
くる学生も多いと聞いています。看護師・保健師・管理栄
養士の国家試験対策を支援する部署があり、高い合格率を
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誇っています。（95̃96%）
　埼玉キャンパスは、経営学部と教育学部があり、学生数
は約 1,300 名。今年度の小学校教員合格者は 22 名でした。
部活動にも力を入れており、女子ソフトボール・女子柔道は
全国トップレベルにあります。
　東京キャンパスは、人文学部と短期大学部があり、敷地
は狭いですが学生は約 1,000 名。前年度の就職率は 97%
と伺っています。就職先としては、サービス業が多いようで
す。法人本部がこちらにあります。卒業生の総数は、約
37,000名。同窓会支部が25の県にあり卒業生同志の交流・
親睦活動・情報交換等の活動を行っています。特に、福祉・
医療・教育、分野へは多くの卒業生が就職し第一線で活躍
しています。ちなみに、特別支援学校教員採用者数につい
ては2年連続日本一を誇っています。
　千葉キャンパスでは、今年3月、第55期生が卒業しました。
福祉の仕事は人が人らしく尊厳をもって生きていくために必
要な分野であると思いますが、中々、結果が目に見えない、
地味な取り組みの積み重ねが多い職種になると思います。し
かし、人のために尽くすという若者たちが淑徳にはいます。
とりとめのない話となりましたが、武田の卓話はこれで終わ
ります。
　ご清聴ありがとうございました。

■ 新入会員卓話　川﨑美嘉子 会員
　みな様こんにちは。初めての卓話ということでとても緊張していますが、この機会に事務所紹介をさせて
いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
　さて、私が入会させていただきましたのは、令和 2 年 1 月、約 2 年前になりますが、4 月に初めて緊急
事態宣言が発令された頃で、その後例会も休会が続きました。受付に立たせていただいたときにはお名前と
お顔が一致せず会員名簿の写真ばかり見ていた気がします。そのおかげで、会員名簿の写真は頭の中にイ
ンプットされたのですが、実際の受付時には、少し戸惑ってしまいお若い時に入会された方が多いんだなっ
て気がつきました。
　さっそくですが私は、平成 18 年に社労士の資格を取りました。ちょうど 50 歳でした。50 歳からのスタートです。独立
開業したのは 2 年後からでしたので、今年で 14 年目になります。当初は自宅に事務所を構えていましたが、なんだか主婦
が片手間で仕事をしていると思われるのがイヤで、3 か月目に思い切って千葉駅の近くに小さな事務所を借りることになり
ました。その後、大学を卒業して銀行員をしていた娘が、何のためらいもなく銀行を退職して事務所に来てくれました。こ
こから二人で社労士事務所を展開することになります。当然ながら嬉しいことも苦しいこともありましたが、それでも、い
つもブレることなく、同じ方向を見つめて頑張ってくれた娘がいてくれて今があります。性格も見た目も違う対照的な親子
ですが、声だけはよく似ていると言われ、電話では「今、私はどちらの方とお話ししているんでしょうか？」とよく言われます。
自分ではちっとも似ているとは思っていませんが・・
　スタートは本当にゼロからでしたが、前職で実務経験はありましたので、お客様が増えるにしたがって必要に応じてスタッ
フを採用していくことになりました。
　この 10 年の間に娘は、二人の子供を出産しましたが、生後 1 か月から事務所にゆりかごを置き、ベビーベットを置き、
童謡をかけて子育てしながら休まずに業務を進めました。赤ちゃんも残業を頑張りました。保育園に通ったこの子たちも、
もうこの春には4年生と2年生になります。
　私には開業前から描いていた夢があります。女性社労士事務所として、少し大げさな言い方になってしまいますが、女性
活用と働く女性支援です。結婚しても、妊娠しても、出産しても、退職せず働ける環境を作り、それに賛同してくれる人を
雇いたいと考えていました。お陰様でいま事務所では、30 代・40 代を中心に 13 人の女性スタッフが事務所を支えていて
くれます。女性らしい細やかなサービスで「なんでもお任せください！」というスタンスで頑張っています。
　「地味だけど社労士事務所の仕事が好き」「社長のありがとうに応えたい」そんなメンバーの集まりです。
　お客様は千葉・東京・埼玉・神奈川の医療法人をはじめクリニック様が多いのですが、あらゆる業種の社長様と継続的な
お付き合いをさせていただいております。本当にたくさんの社長様が社労士を必要とされているという実感があります。
　この 4月には女性活躍推進法の改訂、また育児介護休業法の改訂があり、育児や介護の休業をとりやすい雇用環境の整備、
10 月には男性の育児休業の一環で産後パパ育休も創設されます。この女性活用推進法の根底には、就職を希望しながらも
働いていない女性が全国で 231 万人いると推定されていて、今後の急速な人口減少により将来の労働力不足が懸念されて
いることも挙げられています。ここでは詳しいお話はいたしませんが、改正法で詳しい情報をお知りになりたい方はぜひお
声かけください。
　このような思いで運営している小さな社労士事務所ですが、千葉市を中心に今後も元気に活躍していけるよう頑張ってい
きたいと思っています。
　最後になりましたが、ロータリークラブの組織のこともまだよくわからないまま、バッジを付けて出席することがなんだか

※ 千葉西ロータリークラブ WEEKLY COMMUNICATIONは SNSやWebに掲載されます



      

2022年3月29日【5】　第2143回  Vol-17

恥ずかしいような、おこがましいような気持ちでいることがありましたが、さりげなく声をかけて下さる方に、バッジを付け
ていてもいいのかなって、勝手に励まされることが多くなりました。
　今野会長・本橋幹事をはじめ、歴代の会長・幹事のお話、各委員長のご活躍を目の当たりにし、私なりにロータリーの目
的について学んでいきたいと思います。受け身ではなく、積極的に参加していきたいと思っています。今後ともどうぞよろ
しくお願いいたします。
　ご清聴ありがとうございました。

トンガ王国　海底火山噴火による災害に
千葉西ロータリークラブでは

アジアふれあい基金より支援いたします

トンガ王国　海底火山噴火による災害に
千葉西ロータリークラブでは

アジアふれあい基金より支援いたします
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ロータリー災害救援基金を通じて
ウクライナの避難民へ

千葉西ロータリークラブでは
アジアふれあい基金より支援いたします

ロータリー災害救援基金を通じて
ウクライナの避難民へ

千葉西ロータリークラブでは
アジアふれあい基金より支援いたします
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クラブ広報・ロータリー情報委員会   【委員長】桜井隆宏  【副委員長】海寶勘一  *高橋健一郎  【委員】嶋田　悠  *野城隆憲  *北村悠介  *中村武弘  *川﨑美嘉子
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■ 次週プログラム
　4月 5 日　PETSリポート
　　会長エレクト研修セミナー報告
　　　花嶋　実 会長エレクト
12:30点鐘 千葉スカイウインドウズ 東天紅
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 ニコニコBOX
 ・海寶…春本番を迎えました。元気に活躍しましょう！
 ・西川…ご無沙汰です。
 ・遠藤平…例会再開、超ウレシー。
 ・川島…お元気な皆さんにお目にかかれて嬉しいです。
　　　　武田さん、川﨑さんの卓話を待ちわびておりました。
 ・飯高…誕生日祝いを頂きまして。ご無沙汰しております。
 ・藤崎…土曜日26日はPETSでした。
　　　　日曜日27日はさくらの日でした。
　　　　昨日28日は山本善捷先生の 14回忌でした。
　　　　今日29日は、久々の例会再開です。
　　　　明日30日は、森川知子さんの 28歳？の誕生日です。
 ・今野…武田会員、川﨑会員の新入会員卓話がようやく実現できました。大変、お待たせいたしました。
 ・花光…書画交流事業の設営協力をありがとうございました。結婚祝いを頂いて。
 ・野口アキ子…川﨑美嘉子さん、卓話お疲れ様です。皆さま、お久しぶりです。
 ・前野…久しぶりに皆さんのお顔が見られました！
 ・川城…再開を祝して。世界平和を祈りながら！
 ・荘司…誕生日なので。
 ・遠藤あけみ…ご無沙汰しております。桜前線北上と共に、皆さまにお会い出来とてもうれしく思います。
　　　　　　　―油断は禁物―　まだまだ、ご自愛くださいませ。
 ・本橋…先日の三ヵ国書画交流事業へご参加の皆さま、大変お疲れさまでした＆ありがとうございました。
　　　　おかげさまで盛大に終えることが出来ました！
 ・前田…心機一転、ガンバリましょう！
 ・桜井…桜が満開ですね！私も満開でガンバリマス！
 ・高橋…一つ年をとりました。今年も宜しくお願いします。
 ・小松…変わらずに誕生日祝いを頂ける幸せ、平和に感謝致します。
 ・川﨑…あたたかい日と寒い日が交差する日が続きますが、体調管理、大切ですね。
 ・持田…皆さまには大変お世話になり感謝しております。また、ご縁がありますことを願っております。
　　　　ありがとうございました。
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■ 委嘱状授与
 ・地区 RLI 実行委員会委員
　　海寶勘一 会員
　　依田和孝 会員
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