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例会報告    VOL.５８  No.  ９ (No.2637)  １１月４日(水) 晴れ (司会 大澤 清委員長) 

  本例会での主な事項 

◎会長あいさつ            ◎会員卓話  斎藤広巳会員 

                                     

 

ビジター   

米山奨学生  傅 梦菊さん 

こんにちは。先週末に米山研修旅行に行ってきました。米山梅吉記念館

の見学並びにお墓参りをし、前より深く理解できたなと思いました。夜は

色々な国の奨学生と宴会をしました。 

二日目は熱海や箱根、小田原城にも行き歴史の勉強になりました。コロ

ナの関係でマスクを外すことはできませんでしたが、大変楽しく勉強にな

りました。 

 

常総青年会議所 理事長  石川理司様 

            佐藤剛史様 
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誕生祝  

 

≪会 員≫田上秀雄会員  石井康弘会員  小林聡司会員  青木正弘会員  北村英明会員 

≪ご夫人≫倉持会員  瀬戸会員 

 

ロータリー財団表彰 

 

ポールハリスフェロー・・・大澤 清会員   

マルチプルポールハリスフェロー・・・石塚利明会員・五木田裕一会員 

 

諸報告 

ロータリーの友委員会  武藤康之委員長 

横組み  Ｐ１８～Ｐ２７ どうなった？ 例会 

（新型コロナウイルス感染症の影響に関するアンケート調査より①） 

社会奉仕委員会  秋田政夫委員長 

つくばみらい市が来年３月に予定してましたマラソン大会の実行委員会が開かれ、中止となりました。 

赤い羽根募金一人１０００円以上でのご協力お願いします。  

親睦活動委員会  宮代 尚委員長 

忘年会は中止とします。 

 

幹事報告   五木田裕一幹事 

週   報  なし 

例会変更  なし 

理事・役員会報告   

１． 家族親睦忘年会開催について・・・・中止 

２． １２月例会予定について 

１２月２日（水）公式訪問前クラブ協議会 

１２月９日（水）ガバナー公式訪問 

１２月２３日（水） 



１１月はロータリー財団月間 

4 
 

３． 公式訪問タイムスケジュールについて・・・別紙の通り（懇親会なし） 

４． ＪＣ花火大会協賛・・・・１５万円 

５． 備品購入について 

例会場名札ケース（アルミ製）→購入 

ラックについては前向きに検討 

 

                     ・・・・・・・・・・承認される・・・・・・・・・ 

会長挨拶   北村英明会長    

冬に向かってすっかり寒さが深まって参りましたが、皆さんお変わりないでしょう

か？ 

本日は米山奨学生 フ・ムキクさん、ようこそお越し頂きました。論文の完成に向け

頑張って下さい。それから、常総青年会議所の石川理事長、ご来会ご苦労様です。

市民を元気にするＰＲＯＪＥＣＴを市とともに企画中ということで、コロナ禍の中、集ま

って盛り上がることが出来にくいこのご時世において、様々なまち作り事業を考え

てらっしゃる様子、とても心強い限りです。我々独自で企画されている毎年恒例の

数々の奉仕活動が中止･延期を余儀なくされている中でもあります。水海道ロータリークラブとしても、ＪＣさ

んの事業にできる限りの支援をしてゆきたいと考えます。本日は、その事業の説明にお越しになった旨、聞

いております。この場でクラブメンバーの皆さんに思いの丈を述べて頂いて、事業の重要性･主旨をＰＲして

頂ければ、と思います。支援についてはすでに承認されてますが、本日、再度の理事･役員会を開催して

支援内容を決定したいと思いますので、皆さんのご協力宜しくお願いいたします。 

 さて、アメリカ大統領選挙も正に昨晩からが投票の始まり、ということで約１年間にわたる選挙戦の総決算

の時期が始まりました。コロナ禍の中、事前投票や郵送による投票が１億票を超え、決着がつくまでの時間

がかなり掛かる、というのが大半の予測となっております。天皇陛下や王様、といった国家元首が存在しな

い米国においては、大統領の地位が絶大なる権限をもちあわせております。他国と戦争を始めることも終

わらせることも、国交を断絶することも、平和条約を締結することも出来てしまう、一人の双肩に掛かる権力

と自由度は、我々日本人には伺い知れない重さ･強さがあるようです。特にＧＤＰ・軍事防衛費が世界１位

の国です。同盟国である日本国に与える影響は、軍事防衛・貿易・環境・産業 など、あらゆる面で大きな

物になっております。何をするにもアメリカ為政者の顔色を見て判断せざるを得ないのが終戦以降の日本

です。トランプ氏 バイデン氏 どちらが選出されたとしても、新大統領と如何に波風を立てずに、国益を維

持しながらロープの上を渡り歩いてゆくのか？否が応でも菅総理の才覚に期待がかかるところであります。 

 変わりますが、ＮＨＫの大河ドラマのお話しをします。今年は視聴率も好調な中、撮影がままならなく成り

中断し、最終回が来年の２月７日となった『麒麟が来る』ですが、来年度の作品は渋沢栄一氏を主人公とし

た『晴天を衝け』という番組となります。一万円札の肖像画も福澤諭吉先生にかわって２０２４年～この方に

変更となります。その渋沢氏の不朽の名著といわれているものが「論語と算盤」です。もうとっくに読んでい

るよ、と思われる方も多いとは思いますが、ＲＯＴＡＲＹの職業奉仕に通じる部分が多々ありますので、その

一部を今日はご紹介したいと思います。渋沢は１８４０年に生誕、１９３１年逝去、日本資本主義の父･実業

界の父･金融の父 などと、様々な敬称が付けられている人です。それもそのはず、実に４８０社の創立･育

成にかかわり、６百もの社会事業にも関与している方です。現在で言う、みずほ銀行･東京海上･王子製紙･

国鉄･東京ガス･東京電力･帝国ホテル･東洋紡、キリン･アサヒ・サッポロ・日経新聞など、誰もが知っている

蒼蒼たる企業の設立･運営に携わりました。日本赤十字･聖路加国際病院・一橋大学･日本女子大学・早稲

田大学などの設立や運営にもかかわっています。東京の地に困窮者･病人･孤児・老人･障害者の保護を

目的として設立された“養育院”で６０年弱もの間、院長を続け福祉事業の拡大にも貢献しました。分院が
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今でも数多く存在します。この原書が刊行されたのは、約百年前。中国の四書の一つである孔子の“論語”

と“算盤”という一見かけ離れたものを一致させることこそ、今日の緊急の課題 と渋沢は著作の中で述べて

いますが、企業の倫理観が問われる現代にも通じる物があると思います。その一部をご紹介させて頂きま

す。 

・・・・広範囲に及ぶ「人道上の道徳」はひとまず置いて、商売上で、とくに輸出業などについて私が注意し

てほしいと思っているのは「競争に関しての道徳」です。これについて皆さんに是非考えてもらい、道徳的

に正しいことをしてほしいと私は強く願っているのです。なにかを一生懸命やろうと思ったら「競争」というこ

とが不可欠です。競争があるから、人間は力を尽くして頑張るわけですね。競争というのが、成長や進歩の

母であるのは事実です。ただ、この競争にも善と悪の二種類があると思うのです。たとえば、毎朝他の人より

早起きして、高い志をもちつつ、智恵と努力で他人に打ち勝つとする。これは当然「善い競争」です。では、

他人が企てた商売が世間でウケているのを見て、「よし、これをマネして利益を横取りしてやろう」と考え、じ

わじわとその人の商売を横取りしてゆくのはどうでしょうか？これは「悪い競争」です。ここでは簡単に善悪

を分けられるケースを挙げましたが、実際には事業というのは百人百様で、同様に競争のパターンも無限

にあるものです。 

ただし、もしその競争が「善い競争」でなかった場合は、ひょっとしたら自分だけが儲かるケースもあるけ

れど、ほとんどの場合、他人の邪魔をするだけでなく、自分自身も損害を受けるものです。そしてその損害

は、自分や相手だけにとどまらず、国家にまでも及びかねない。つまり、「日本の商人には困ったもんだ」と

外国人から軽蔑されるようになってくるでしょう。そんなことになったら、大変な害と言えます。老婆心ながら

話しているのですが。 

以上が主な内容ですが、この著書が発行された当時は、商業倫理が問題になりつつあった時代かもし

れません。今の日本は、どちらかというと他国からマネをされる立場になりつつありますが、、、この当時から

商業倫理・企業倫理 の大切さは不変のＫＥＹＷＯＲＤなのでしょう。正に、“四つのテスト”につながる分か

りやすい事例の一つかと思われます。来年の放映に向けてこの書については、一読されることを是非お勧

めします。 

最後に、残念なお知らせがあります。毎年恒例の親睦事業の一つである家族親睦忘年会について、宮代

親睦委員長が、会場を押さえ予約して、準備を進めて下さっています。コロナ禍の全国での蔓延状況や、

近隣地区・常総市内でも発症者が増えていることなど、まだまだ気を抜けない現状で、宴会形式の会合は

時期尚早では？との声が危機管理委員会の中での結論となりました。今しばらくの我慢・自粛を皆さんに

お願いすることとなります。理事･役員会を行い、最終結論としますが、延期の際はご理解をお願いしたいと

思います。来年になり、ワクチンや治療薬が一般化し、当たり前に人と人とが接触・会話できるようになること

を切に願っております。その暁には、納涼会の分・忘年会の分もまとめて親睦委員会の皆さんに大いに活

躍頂けますようお願いして、ごあいさつと致します。 

 

会員卓話  斎藤広巳会員 

水海道ロータリークラブの皆様は私の趣味といえばゴルフと思うかと思いますが

その通り悲しいかなゴルフしかないというのが本当のところです、ゴルフが出来

なくなった時のことを考えて何かもう一つの趣味と思っていますがなかなかみつ

からないでいます。 

さて私の唯一の趣味ゴルフの私にとっての今までを今日はお話ししたいと思い

ます。 

ゴルフを始めたきっかけは現在のクラブの例会場になっております報国寺さん

のすぐお隣、クラブ会員の多くの方々が卒業している水海道一高を昭和４８年ろくに勉強もせずに何となく
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卒業し就職希望先も特になくこれまた何となく就職しました、就職先は今はありませんが当時はまだあった

相互銀行、ときわ相互銀行という銀行でした、現在は東日本銀行となり横浜銀行のコンコルディア・フィナン

シャルグループに入っているようです。 

銀行に入行し 5 年目の時新支店長になぜかよくかわいがっていただきずいぶん指導もしていただきました、

松戸市馬橋に住んでおられ帰りは車でよく送って行っておりました、 

昭和５２年夏のボーナス支給日支店長が今日私帰り私を送ってくれと言われ“はい”と答えるとボーナス全

部おろしてな、なんだろうと思いながらも“はい”でボーナス全部おろして支店長を乗せて帰り道、一度きり

だったので記憶は薄いのですが我孫子市寄りの柏市だったと思います、国道６号沿いに名前はサンライン

だったと思いますゴルフクラブのメーカーのショップがあり寄り道、ゴルフはテレビで見たことしかない私に、

そこで支店長曰く将来営業マンにはゴルフは必要だから買いなさい、ここは取引先だから安くしてもらうよう

するからと言われてこれまた子曰くのごとく“はい”でゴルフクラブ、キャディバッグ、ゴルフシューズ、手袋、

ティ、ボールを買いではなく買わされて家まで送りました。 

よく考え思い出してみると、確か支店長は私も始めようと思うんだけども、と言っていたような気もしますが今

となっては４０年以上前の話なので真実は分かりません、とりあえず道具はそろえましたが買わせた支店長

は何も言わずどうしたらいいかわからず練習場も行かず、後々考えてみると支店長はクラブを買わせること

が目的でそれなら当時市内金融団や社会人のバレーボールをしていて運動好き私が頭に浮かんだのかも

しれません。今となっては確かめることはできませんがとにかくゴルフクラブは物置の中でした、当時趣味は

休日まえのマージャンということが多かったのですが、マージャンをしていてある時何故かゴルフの話になり

４人のうち一人が「俺はやってるよ」もう一人も「最近初めてコース行ったよ」と言うので私も間髪入れず「俺ク

ラブ買ったよ」となり今度練習行こうよ教えてよとなりました、確か昭和５１年秋ごろだと記憶しています。 

この時２２才、伊勢正三なら２２才の別れですが、私は２２才の出会いです、この年にもう一つの大きな出会

いがありました松坂会員との出会いです、仕事もそうですがその後のゴルフをレベルアップ出来た原因と思

います。この話は後程とさせていただきます、それからというと銀行員だった私にとって酒とゴルフ練習で給

料はほとんどなくなってしまっていました。酒飲み代の方が多かったとは思いますが当時の高いゴルフコー

スプレー代はとても払えず平日はマージャンか飲み歩き休みは午前中から夕方まで練習をしていました。

コースは年に１，２回程度でした。 

その後水海道支店から土浦支店に移動になり昭和５５年銀行を退職。営業で行っていた損害保険会社の

日産火災その後合併して現在の損保ジャパンに代理店研修生として入社保険の営業スタート、銀行得意

先係でお客様の知り合いが多くいたおかげでそれなりの成績を上げておりましたが、保険の営業で短期間

に同じところばかり行けずに喫茶店でマンガ読みパチンコ、車に釣竿を積んでおいて水があれば魚釣り、

たまにゴルフ練習と時間を使っていました、ある時銀行の先輩と練習場で偶然会い出向していた会社の取

引をすることになりゴルフはお付き合いに役立つことに気づきました、それからは時間があれば練習場でし

た。 

このころは毎日のように練習場でしたのでとにかく練習場では飛ぶし曲がらない、曲げようとすればフック、

スライスとどう見てもシングルハンディ。ところがたまにコースに行くとこれがなんと１００を切れず１１０，１２０

回は当たり前でした。 

その後も同じように練習しコースの回数が増え３０才過ぎたころ、ハーフ３０台ラウンド７０台が出るようになっ

ていました、初めてハーフアンダーパーを太平洋クラブ益子コースで記録したのもこのころです、それから

は県のアマチュアゴルフの大会に参加するようになり徐々に技術も上がってきたように思います、そののち

常総市の体育協会のゴルフ部長に松坂さんが就任し研修会が立ち上がり、私も参加することになり研修会

例会でローハンディの先輩方からルール、マナー、技術ご教授頂ける機会が増えこのころにハンディはあ

りませんでしたがシングルの腕前に達したように思っています。 
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４０才になったのを機にクラブに入会しようとした時に研修会の仲間が、入念に調査の上東の宮カントリーク

ラブに入会したことを聞きコースの様子を聞いたところ、競技に参加し腕を磨くためにはよいと思い入会す

ることにしました、愛妻にお願いしてお金を出してもらい日曜日は基本的にゴルフでと頭を下げ、日曜日は

ゴルフがスタート。入会して初めてついたハンディは９、初参加で同伴プレーヤーに他コースのハンディが

ない人にシングルはおかしいといわれながらプレーしたのですが結果は４アンダー初参加で優勝はありま

せんが十分優勝者を超えるスコアーでした。 

２年でハンディ３、約５年でハンディ１になりスクラッチ選手権取りクラブチャンピョンになり０になりまました、

一応の目標は達成できたと思います、５２才までに４度のクラブチャンピョンになれたことはとてもうれしく思

っています。 

５０才になって遠くより近くのコースと思いこれまた女房に頭を下げ大利根カントリーに入会しました、クラブ

チャンピョン日程が重なって大利根カントリーは５３才から参加し５８才でクラブチャンピョンになることが出

来ました現在も最高齢クラブチャンピョンです、チャンピョンになるにはほとんど差のない腕前での戦いとな

ります、技術、メンタルは不可欠ですがもうひとつ技術を超えたゴルフの女神を味方につけなければ勝つこ

とはできないと思います、明らかに自分よりうまいと思う人に勝てたときよく感じます、ＯＢの方向に打ってし

まった時ボールが木にあたってフェアウエイとか、３パット覚悟が１パットで入ったなどなど通常ないようなこ

とが起きて勝利しているような気がします。 

私は現在６５才もう一花咲かせたいと思っているところです。 

 

出席報告   松崎隆詞委員長 

会員総数 出席者数 欠席者数 出席免除 メーク 出 席 率 

５１名 ４１名 ９名 １名 １名 ８４．００％ 

 

ニコニコボックス   小林聡司副委員長           入金額  73,000 円   累計  724,000 円 

誕生祝御礼≪会員≫青木（正）・田上・石井・小林・北村（英）  各会員 

≪ご夫人≫倉持・瀬戸  各会員 

米山特別寄付にご協力ありがとうございます。お陰様で全会員５１名の方にご協力頂きました。来年の米山

月間もよろしくお願い申し上げます。  青木（正）会員 

コロナ禍、ニコニコボックスが危機に面しております。ご協力お願いします。  石井会員 

寒くなってきました。ご自愛くださいませ。ガバナー公式訪問、１２月９日です。ご出席宜しくお願いします。 

北村（英）会員 

斎藤会員、卓話よろしくお願いします。  五木田会員 

寒くなりました。皆様インフル・コロナに充分気を付けて下さい。  北村（仁）会員 

１１月に入って朝晩寒さを感じる季節となりしまた。正に季節の変わり目皆さん御自愛下さい。 松坂会員 

寒くなりました。  染谷（秀）会員 

名札を作って頂きありがとうございます。  鈴木（茂）会員 

斎藤さん卓話楽しみにしてます。宜しくお願いします。  石塚（利）会員 

斎藤さん卓話楽しみにしてます。  古矢会員 

斎藤さん本日はよろしくお願いします。  中山会員 

斎藤広巳会員卓話宜しくお願いします。  淀名和会員 

早退させて頂きます。  廣井・松崎  各会員 

例会欠席しました。  宮代会員 

例会休みが続きました。  秋田会員 
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御協力ありがとうございました。 

 

 

会報委員会  染谷正美委員長  河合恒芳副委員長  中島成則委員 

 


