
プログラム 
司会進行           岩佐 彰彦会員 
開会点鐘             山下 憲男会長 
手に手つないで（ピアノ演奏のみ） 
ニコニコボックス報告   岩佐 彰彦会員 
会長報告           山下 憲男会長 
出席報告           大原 正道会員 
閉会点鐘             山下 憲男会長 
 
誕生日祝い 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/8石渡会員、1/22佐々木会員、3/11木宮幹事
3/21西村会員、4/11笠原会員、4/12松島会員 
 

 

今後の例会 

5月 5日（水） 
  12日（水）  

祝日休会 
クラブ協議会 
地区研修協議会の報告 

  19日（水） 未定 

 
 ニコニコボックス 

 
山下会長 区政 28年石渡さんの卓話が楽しみ

です。また、新会員、中野さんを
宜しくお願いします。 

神保会員    石渡さんの卓話大変楽しみにして
おります。 

髙山会員 
 

江戸城テンス再建の会の広報誌を
お配りしました。ご高覧下さい。 

  
計 6,000円  累計 408,670円 

 
出席報告 
会員数 38名 ゲスト 0名 
出席数 
ZOOM 

23名 
3名 

ビジター 0名 

欠席数 12名 合計 23名 

 

今日の卓話    クラブ協議会 
           地区研修協議会の報告 

第 1223 回 2020 年 9 月 2 日例会報告 Vol28-7 第 1244回 2021年 4月 14日 例会報告 Vol28-20 

 

山下 憲男会長  
・本日より新入会員の中野広行会員をお迎えします。入会グッ

ズと会員章をお渡しします。 
・4月 8日（木）の地区大会は 2,000人の会場で 600人に絞り

込み、殆どが会長・幹事、次年度会長・幹事と地区の一部
の方が参加というシンプルな運営でした。目玉の小池知事
はオンラインで講演されました。詳しいことは、副幹事と
して参加した海江田故郷の週報の裏面に書いてありますの
でご覧ください。 

 
中野 広行会員 挨拶 
山下さんの高校の後輩です。大学卒業後、旭 
通信社という広告会社で 9年ほど社会人とし 
て鍛えられ、その後、衛星放送の創業に参画 
し、苦労しましたがなんとか黒字にし、そし 
て、アメリカのワーナーグループの傘下で各チャンネルの運
営に携わり、衛星放送協会の委員としても衛星放送の普及に
努めておりました。4 月から山下さんの下で修行をすること
になり、ヒューマンウェアとおとどけねっとの事業を兼務し
て、ネットビジネスをやらせて頂くことになりました。お酒
は飲めず腰を痛めてゴルフも辞めて、修行僧のような生活を
していますが、書道が趣味です。同じ趣味の方、書をやりた
いという方は一緒にやらせて頂ければと思います。今後とも
ご指導のほど宜しくお願いいたします。 
 
木宮 雅徳幹事 
・次週 21日はお休みですが、地区研修協議会が ZOOMで開催さ
れます。関係者の方はお忘れのないようお願い致します。 

 ・本日メールボックスに両面印刷のオープン例会ウィークのお
知らせを配布致しました。地区が 10月の第 4週の 10/18～
10/24をオープン例会ウィークとし、その期間限定で卓話者
を募集しています。まだロータリアンではない方も楽しめる
関心が高いお話をしていただける方がいらっしゃいました
ら事務局までお申し込み下さい。 

・ロータリー希望の風へのご協力ありがとうございました。 
・次年度会員名簿校正用のお願いをポストインしました。 
＜地区関係行事＞4/19（月）RLIセミナーに土居会員と山下会
長が出席、4/22（木）米山奨学生およびカウンセラーオリエン
テーションに岡田会員が出席します。 
 
ロータリーの友 4月号のご紹介  山田 丈夫会員  
4月のロータリー月間は「母子の健康」で特集になっています。
産後うつ、ＤＶ、若者の望まない妊娠、中絶、出産も後を絶ち
ません。こうした問題に目を向けた特集記事です。今話題に上
がることの 1つですのでご一読下さい。また、68頁の「この人
訪ねて」のコーナーには、当クラブで 11年前に卓話にお越し
いただき、地雷除去のカンボジアクリアランドでもご一緒させ
ていただいた東京池袋西 RCの平井憲太郎会員が紹介されてい
ます。平井さんは皆様ご存知の江戸川乱歩のお孫さんです。 
2月号に当クラブの記事が掲載されています。緊急事態宣言期 

 

 



間中で休会だったためにご紹介できませんでしたが、「江
戸城天守の模型見学とランチ会での交流」のタイトルで掲
載されています。10月 17日、会員と米山奨学生、元米山
奨学生の合計 15名で行われました。元米山奨学生はその
後、会う機会を作り、親睦を深める機会ができたそうです。
2月号もお読みください。 
 
 
 
 
 
 
今日はいつもお世話になってお

ります共助会の話をさせて頂きま
す。私は昭和 53年に共助会に入り
ました。共助会は来年の 5月で 70
周年を迎えます。 
共助会に入った頃のことは鮮明

に覚えております。石渡本店で社
長をやっておりましたが、オイルショックで問屋業
が時代に合わなくなったため繊維部門をやめ、不動
産管理で会社を運営することに切り替えた頃でした。
共助会では徹底的にやるつもりでしたが、入ってす
ぐに区会議員の話があり一番暇そうな人と言うこと
で、私に白羽の矢が立ったのです。最初は無所属で
立候補しましたが、次々点で落選、４年後の選挙で
当選し、結局７期議員を経験させて頂きました。そ
の間、共助会の会長を薦められましたが、選挙のた
めに利用していると思われるのがいやだったので引
き受けませんでした。また、私は政党所属というこ
とが、利益や選挙の集票に影響力があるので共助会
の役職はお断りし陰で応援することにしたのです。 
ファミリーバザールを昭和 54年に立ち上げました。

当初からファミリーバザールより寄付や物品の提供
を継続しております。20 年ぐらい前はライオンズク
ラブがこの界隈にたくさんあり、協賛して頂いてい
ましたが、現在はライオンズクラブからの支援は一
切ありません。お茶の水ＲＣだけです。ロータリー
は組織力と会員皆様の信頼やご努力のお蔭で今も続
いているのだと思います。 
 2009 年、クラブに断食基金を提案して採用して頂
きました。断食基金は月に 1 回、昼食などを食べた
つもりになって 500円か 1000円を入れて頂くと年間
約 10 万円になります。その資金で山崎パンに 10 種
類のお菓子を 100 人分揃えて頂きます。それが非常
に評判良く、そのことを広報に載せると共助会員が
増えます。やはり、希望や遊びがなければ駄目です。 
私が入った頃は会員が約 400名でしたが、今は 120

名ぐらいです。なぜ減るのか考えてみました。昔は
知的障害やろうあ者の家族は隠します。だからこう
いう会には入りません。そこが欧米とは違うところ
です。 
私の小さい時には発達障害の子供が近所にいて、 

一緒に遊んでいました。そして大人になり社会に出

て行きます。今は発達障害でも堂々と市民権を得て
います。発達障害というレッテルを張られて社会に
出ています。しかし、弱者は団結しなければ駄目だ
と思います。そして公共の場で話し理解してもらう
べきです。弱者を隠すことが続けば平等にはならな
いと思います。 
 私は小学生の低学年の時にガラスの破片で両目を
傷つけてしまい、左目が失明しました。さらに高校
生の時にまたガラスが入りました。手術をしても左
の視力は戻らず、右は 0.01で障害者 2級です。しか
し、10 年前に心臓の弁を取替えたために 1 級になっ
てしまいました。目を二回も怪我をしたのは前世に
なにかあったのではないかと思ってしまいます。 
 今回私は共助会の会長を受けましたのでこれから
頑張らないといけないと思っています。共助会の役
員は 15名、その 8割は知的障害者のお母さんで、私
のような障害を持っている人は 5～6名だけです。国
や都、他の団体との交渉事にお母さんは強いです。
しかし、会長職は障害者でなければなれません。前々
会長は傷痍軍人で足が不自由な方でした。前会長は
車イスの方でしたので、移動は大変だったと思いま
す。 
70 年前に共助会が創設されました。共に助ける、

良く考えた名前だと思います。 
共助会にあまりのめりこまないようバランスを模索
しているところです。来年の 70周年記念行事が開催
されると思いますが、皆さんもその時には案内を出
しますので、共助会の会員を激励して頂ければ有難
いと思っております。 
 私は視力が悪かったのでスポーツはできませんで
したが、健常者には負けちゃいけないと思ってラグ
ビーはやっていました。合間に近隣で柔道、そのま
た合間に地元で野球をやっていました。野球の守備
はできないのでピッチャーをやれと言われ、キャッ
チャーのサインが見えないので全部ど真ん中に投げ
ました。我ながら球は早かったのです。柔道は結構
やりました。ラグビーは素行が悪くてなかなか入れ
てもらえませんでした。私は目と頭が悪くても体は
人一倍頑健でした。日大にはフットボールで入りま
した。その頃、父親が狭心症と糖尿病で会社経営が
難しくなり、その当時の監督に訳を話し入部を断り
ました。監督からは、「フットボールに入らないと
言うことは日大を辞めるのか」と言われましたが、
その頃私はふてぶてしかったので、4年間逃げ切り卒
業証書を頂きました。 
それからは地元で社業と業界の青年部を通して親

睦と人脈を広げました。更生してまじめにしており
ます。町会では今のところ一生懸命にやって認めら
れています。 
今度はもっと面白い話をします。議員生活 30年間

や町会 30年のこと、ファミリーバザール、神田明神
の話がありますが、あまり期待して呼ばないでくだ
さい。本日は有難うございます。 
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千代田区障害者共助会 

石渡 伸幸会員 
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