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会長卓話 

 

須賀 篤史 会長 

皆さんこんにちは。6月に入りました。梅雨入りは来

週あたりのようですがいかがお過ごしですか？ 

今年度も残すところあと 1か月となりました。今月は

今日を含め 4回例会がありますのでよろしくお願いい

たします。 

巷では高齢者のワクチン接種が大体的に始まりま

したがもうワクチン打たれた方はいらっしゃいます

か？ 

本日はこの後、被選クラブ協議会がございます。今

年度は丸々コロナ禍で非常に悩ましい 1 年でしたが、

このワクチンによって早く平時に戻り、できるだけ予定

どおりのクラブ運営になってもらいたいなと切に願っ

ております。 

さて、本日の卓話ですが自動車のナンバーについ

て少しお話させていただきます。 

もう 20 年以上前になりますが一番かっこ悪い運輸
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支局は「袖ヶ浦」だと言われていたのを記憶します。 

「品川」ナンバーが「練馬」ナンバーを馬鹿にして、

「練馬」ナンバーが「足立」ナンバーを馬鹿にする。そ

して「足立」が「多摩」や「八王子」、「大宮」を馬鹿にし

て「大宮」が「春日部」をと、このようにして最後に行き

着くのが「袖ケ浦」と言われておりました。車庫飛ばし

された方もいらっしゃるのではないでしょうか。  

大学生の頃、私は日産シルビアというスポーツカー

に乗っておりました。もちろん「春日部」ナンバーでし

た。サークルの先輩が同じシルビアに乗っていたの

ですが「横浜」ナンバーでした。まったく同じ車なのに

新しく入る 1 年生の女の子は先輩の車に乗りたがっ

ていて悔しい思いをしたのを記憶しています。最近で

は「越谷」ナンバーをはじめご当地ナンバーが出てき

ましたがこの「越谷」ナンバーも決してかっこ良くはな

いですね。都内に出かけるとなんとなく引け目を感じ

てしまいます。この「越谷」ナンバーは正直ダサイと思

うナンバーランキング第 5位という不本意なランクイン

をしております。ちなみに 1 位は「富士山」、2 位は

「つくば」、3 位「川口」、4 位「世田谷」となっておりま

す。 

最近は地方版図柄入りご当地ナンバーというのも

出てきまして女性が選ぶ男性がつけていたら恥ずか

しい図柄入りご当地ナンバーの 1 位は愛知県の「春

日井」ナンバーでした。なんと 2 位はガーヤちゃんが

阿波踊りをしている「越谷」ナンバーでした。理由とし

ては『子供の落書きみたい』『ゆるキャラの入れ方が

雑』『質素』だということだそうです。ちなみにうちの妻

はこのガーヤちゃんナンバーを気に入っております。

さて続きましては番号についてお話いたしますが、も

う希望ナンバーの方が普通になってきているのでは

ないでしょうか？全国で抽選になる番号は「1」「7」

「8」「88」「333」「555」「777」「888」「1111」「2020」

「3333」「5555」「7777」「8888」だそうです。 

昔、越谷出身で西武ライオンズにいた鈴木健さん

と何度かゴルフに行ったことがあったのですが真っ白

のベンツに背番号と同じ「8」だったのを見てかっこ良

かったのを思い出します。皆さんそれぞれ希望のナ

ンバーにしているかと思います。例えばいい夫婦の

「1122」やいいパパの「1188」などはポピュラーかと思

いますが、忘れないように奥さんの誕生日にしたり、

結婚記念日にされている方もいるかと思いますが業

種・業界で独特のナンバーもあります。例えばお肉屋

さんは「1129」、鶏卵業界では「1105」、たしか深野さ

んは「4128」でしたよね。また、静岡県や山梨県では

富士山愛が強く「223」や「3776」なんていうのも人気

だそうです。まだまだこのナンバーについてはたくさ

んあるかと思いますが、くれぐれもキャッシュカードの

パスワードと同じにして、さらに車にキャッシュカード

を置きっぱなしにしないようにご注意ください。いまだ

にこう言った被害は減ってないとのことです。という事

で本日の私の挨拶はこれで終わらせていただきます。 

本日もよろしくお願いいたします。 

 

幹事報告 

 
関 雄二郎 幹事 

（地区より） 

・コロナ罹患者調査のアンケートが届いております。 

・財団ニュース 6月号が届いております。 

 

（クラブより） 

・先に行われました IMがオンライン開催になった為、

当初の予算より大幅に減額になりクラブへ約 24 万

円の返金がございました。 
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・各委員会の会計の締め切りですが、15日まで

に事務局まで請求お願いします。 

 

結婚記念・誕生日祝い 

（結婚記念） 

松﨑 義一 会員 ・ 吉澤 晴雄 会員 

髙橋 忠克 会員 

（誕生日祝い） 

関 雄二郎 会員 ・ 丸林 綾子 会員 

 

 

 

 

 

 

関 雄二郎 幹事 

コロナ禍ということで出席率がなかなか上がらない

中、ワクチンが広まって通常の世界に戻っていく事を

祈念しまして誕生日のご挨拶とさせて頂きます。あり

がとうございました。 

 

地区委嘱書 

（2021-2022年度） 

資金委員会委員長 宮﨑 敏博 会員  

 

  

・本日被選クラブ協議会です。よろしくお願いします。 

須賀 篤史 

・本日、被選クラブ協議会よろしくお願いします。 

関 雄二郎 

・本日被選クラブ協議会よろしくお願いします。 

小林 操 中澤 伸浩 宮﨑 敏博 

大島 直幸 市川 洋和 今井 英治 

・いよいよ須賀年度も最終月となってしまいました。出

来れば最後だけでもパァーッと酒を酌み交わした

いです。 

大熊 正行 

・本日例会宜しくお願いします。 

松井 昭夫 佐藤 要 伊藤 純 

中村 隆雄 

・COVID19終息祈る。 

小宮山 大介 

・世界平和の為に。 

堀野 眞孝 関森 初義 大濱 裕広 

 

 

 

 

出席報告 

会員数          46名 

出席者          25名 

出席率          64 ％ 
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例会終了後、次年度のクラブ協議会が行われまし

た。次年度の運営に関して各委員会が活動内容を説

明し、協議を行いました。 

 

 

 

コロナ禍のため協議会レイアウトも例年と異なります。 

 

 

会長エレクト、次年度幹事が中心となり進行します。 

 

真剣に資料を見て協議を行います。 

 

 

コロナ禍が続く中、ニューノーマルな時代を見据え各

委員長は方針を打ち立てています。 

 

 

恥ずかしがり屋の会員もいました。 
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