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おります。先日ある旅行会社で学校の旅行で利用
するバスの手配を忘れる失態がありました。又ゴ
ールデンウィーク中に海外に行く予定の人がパス
ポートの期限切れに気付かずに旅行に行けなかっ
たり、この人の場合は出発受付カウンターで係り
の人が、旅行会社で気付かなかったのですかと訊
ねておりましたが、この人はネットで航空券を購
入したので、確認はしなかったと応えていました。
又ネット販売の安売り航空会社の飛行機が、パイ
ロット不足で運行中止になったり、最近は、イン
ターネットの普及と共に、それに頼りすぎて何か
大事なところがなおざりにされているような気が
します。いずれにしても最後は人間の手が必要で 
あろうと思います。29日の新聞で、銚子ロータリ
ークラブ会員の伊藤浩一さんが春の叙勲で、旭日
小綬章を受けられました。おめでとうございます。
皆さんで祝いましょう。因みに俳優の津川雅彦さ
んも同じ旭日小綬章でした。又、4月29日は幕張
にて14‒15年度地区研修・協議会が行われました。
地区研修・協議会とは毎年4月から5月に行われ、
地区内全ての次期会長、幹事、理事、主要委員会
の委員長など、重要な次期クラブの指導者が集ま
る知識・情報交換の場で、次年度に対しての研修
の場であります。銚子クラブから16名の出席があ
りました。参加された皆さん大変お疲れ様でした。

皆さん今日は。長いゴールデンウィークも終わ
り、私はおかげさまで忙しく過ごさせていただき
ました。皆さんはいかがお過ごしになりましたで
しょうか。本日の卓話はメンバー仕事について語
るでありますが、私の職業にも大変関係のある事
柄がゴールデンウィークを含めて事件が多発して

今週のプログラム
「観光アテンダントの仕事」

銚子市観光アテンダント

鈴　木　彩　子　様

前回の例会報告（5月7日）
点鐘：宮　内　　榮　会長
国歌斉唱
ロータリーソング：奉仕の理想

第2805号（2014年5月14日発行）

会長挨拶会長挨拶



̶ 2 ̶

第11回理事会報告
第1号議案　5月6月7月プログラムの件
......................................................................................原案通り承認
第2号議案　親睦旅行の件
......................................................................承認　中型バスにて
第3号議案　地区研修・協議会決算案の件
......................................................................................原案通り承認
第4号議案　出前教室の件
.................................................承認　6月13日銚子一中　於
講師　宮内龍雄会員・丸山泰典会員・櫻井公恵会員
第5号議案　千葉科学大学留学生交流会の件
...........................................................承認　内容・日程検討中
第6号議案　地区補助金申請の件
................................................................承認　次年度申請する
第7号議案　次年度クラブ協議会の件
......................承認　5月14日例会終了後、リーダーは
　　　　　　　次年度会長に一任
第8号議案　新旧クラブ協議会の件
............................................................................承認　6月11日㈬
会場：キャルネドサントゥール
第9号議案　遠山新入会員候補者の件 ................承認
第10号議案　事務書類保管の件..............................保留
第11号議案　青少年交換留学生の件 ...................承認

★☆★☆結婚記念日おめでとうございます★☆★☆
伊　藤　浩　一　会員（5月7日）

★☆★☆入会記念日おめでとうございます★☆★☆
櫻　井　公　恵　会員（4月24日）
小田島　國　博　会員（4月25日）

★☆★☆創業記念日おめでとうございます★☆★☆
信　太　秀　紀　会員（4月25日）
石　毛　　　充　会員（5月）　　
杉　山　俊　明　会員（5月1日）
兒　玉　英　子　会員（5月2日）

【週報拝受】波崎RC、八日市場RC、銚子東RC
1 .5月のロータリーレート1ドル=102円
2 .2014 -15年度の会員増強目標入力について
................................................................................ガバナー事務所

3.社会奉仕アンケートについてのお詫びとお願い
...........................................................ガバナーエレクト事務所
【例会変更】
八日市場RC…5月20日㈫家族集会の為
　　　　　　点鐘18時30分　　柿岡屋
銚子東RC… 5月27日㈫創立記念例会　夜間移動

例会　点鐘18時30分
旭RC… 5月23日㈮夜間移動例会　黄鶴　
　　　 点鐘18時30分
　　　 5月30日㈮定款第6条第1節（C）により休会

✌大ニコニコ　
　兒　王　英　子　会員✌

　五月はさざんか園を開設した月でもう25年に
なりました。大勢のお年寄りの方々に喜ばれ老年
を楽しく過して戴いて居ります。これからも皆様
に喜ばれる園作りに努めていきます。

クラブ情報委員会
上　総　泰　茂　委員長

ロータリーの友5月号から
①ポリオのない世界まで本当に「あと少し」です。
　今年3月に東南アジア地域が公式にポリオ撲滅
が認められた4つ目の地域になりました。東南ア
ジア地域は約18億の人が住み、世界を6つに分け
たwhoの地域のひとつです。1988年の世界ポリオ
撲滅計画により当時35万の発症者が現在では
406件と激減しました。後アフガニスタン、パキ
スタン、ナイジェリアのみとなっています。「あ
と少し」がキャッチフレーズです。
②会員はなぜ退会するのか？
　過去10年間ロータリーの会員数は約120万人の
横ばい状態です。これはこの10年間に入会したの
と同じ数だけ退会しているわけです。　　
　ロンDバートンRI会長も30年前、ロータリー
に魅力を感じなくなり一度退会しました。その経

幹事報告幹事報告

会長報告会長報告

会員の記念日会員の記念日

ニコニコBOXニコニコBOX

委員会報告委員会報告
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験から目的意識とクラブへの所属意識が必須です。
　新入会員が入会したらクラブにとどまるための
役割と、地域社会に貢献できる機会を会員に与え
てください。
　そして誰かをクラブに誘い参加し続けてもらう
ことが今すぐできることです。
③ 700のクラブが試す入会と積極的参加を促す新
しい方法。
　① 研究グループ交換の元参加者や元ローターク
ターを勧誘し例会時間の短い朝食クラブなど
の新しい感覚のクラブを作る。すでに日本で
はロータリー財団の学友や米山学友中心のク
ラブが創設されています。

　② 試験的に200クラブが例会を月2回または隔
週に変更したところ高い会員増加率につなが
ったというまさに新しい流れがあります。

④ロータリー衛星クラブ
　クラブの中にあるクラブでスポンサークラブか
ら独立したクラブとなるための暫定的な形態で
す。従来との違いはロータリークラブが複数の時
と場所で例会を行います。
⑤震災復興のキャンドルナイト
　東日本大震災から3年経ちますが、いわき市には
未だ故郷を離れて仮設住宅などで暮らす人々が2
万5000人ほどいます。震災復興は緒についたばかり。
⑥43年ぶりの世話クラブ訪問（米山学友）

職業奉仕委員会
青　野　秀　樹　副委員長

　会員ファイルをご記入いただき、写真をそえて
5月末日までに、提出して下さい。
　よろしくお願い致します

「私の仕事」　　　　　　
島　田　洋二郎　会員

　私の職業は、紳士服の仕立てとして祖父の代か

ら三代目となります。祖父は銚子から京都へ出て、
主に大礼服〔役人などが着用する〕を作っていた
そうですが、その後また銚子に戻り、現在に至っ
ております。
　今はフルオーダー〔オールハンドメイド〕の他
に、イージーオーダー、婦人のテーラードスーツ
のイージーオーダーも扱っております。
　自分は、東京で6年弱ほど住み込みで仕事を覚
えてまいりました。店は丸の内と新宿、工場は上
石神井の駅裏にありました。住み込みですので朝
は6時起床、上石神井周辺の掃除から始まり、3食
とも自炊で、休みは日曜の月2回、正月、そして
薮入りのお盆休みが4日ほどありました。仕事は
夜8時頃まで、その後先輩に製図を教えて頂き、銭
湯へ行ってから寝る、という生活でした。かなり
厳しい状態でしたが、今では懐かしい思い出とし
て残っています。
　現在は、裁縫担当3人と自分で仕事をしており
ますが、自分の職人としての仕事は、製図と裁断
〔素材を各部に切り分る〕と仮縫いが主です。お客
様の寸法を平面に移す作業が製図ですが、左右対
称の方はまずいらっしゃいませんし、屈身体の方
〔主に背が丸い方〕が普通体の服を着ると、背中か
ら服が持ち上がり、前が長く、後ろが短くなり、首
回りも離れてしまいます。衣紋（えもん）がぬける
というのがそれです。また、半身体の方〔主にそ
り身の方、鳩胸〕が普通体を着ると胸のVゾーン
が開いてしまい、前が上に吊り上げられ、背中の
ベント〔センターベント、サイドベン等〕も開いて
しまいます。他にも色々と問題が出てきますが、そ
れらを製図と仮縫いとで補正し、お客様の好みを
加え、立体の洋服として仕立てていきます。
　私共の仕事の環境は現在非常に厳しい状態にお
かれていますが、お客様のお役に立てるように頑
張っていこうと思います。皆様には今後ともご指
導のほどお願い致します。

「私の仕事について」　　
金　子　芳　則　会員

　私は昭和45年に銚子商工信用組合に就職しま

卓　話卓　話
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した。44年間のキャリアのなかで、初代の田杭理
事長、2代目の山口理事長、3代目の植田理事長、
そして現在の伊東理事長の下で、それぞれに特徴
のある組織経営力を学習し、実践してまいりまし
た。そして、昨年創立60周年を迎える事が出来ま
した。日ごろの地域の皆さまのご支援に、感謝の
気持ちをもってこれからも、地域と共に発展して
まいりたいと思います。
　当組合は、東総、北総、東葛、県央地区に現在
22店舗、役職員350人、自己資本比率10%、経営
バランスの整った金融機関を目指しております。
金融機関人の仕事の基本は、常に信用力の向上に
努める事であり、業務に取組む役職員の信頼度が
高くなければなりません。
　私の仕事の一つは人材の育成です。例えば今年
の新入社員のタイプは自動ブレーキ型、平成25度
はロボット掃除機型と言われ、平成24年度は、奇
跡の一本松型、というようにその年の新卒者の特徴
をとらえておりますが、一人前の金融マンに育てる
までには時間と労力がかかります。しかし、指導者
として時間と労力と熱意とやる気は欠かせません。
　二つ目の仕事は、預金をお預かりして、融資を
していくという伝統的な金融業務の仕事から、地
元企業と地域経済を育てていくという仕事に変化
してまいりました。アベノミクス第三の矢です。新
たな成長戦略、デフレ脱去と経済再生に向けた経
済政策パッケージの取り組みです。具体的には地
域経済の再生に取り組むということです。医療介
護事業。再生可能エネルギー。農業、畜産。6次
産業化など。そのためジェトロ、千葉科学大学、商
工会議所、銚子市、千葉県、地元税理士等、連携
を深めております。さらに後継者育成プログラム
にも取り組んでおります。
　三つめの仕事、は経営計画を推進する時に発生
する問題や、課題を解決するための対応策を考え、
実行することです。
　以上、3つの仕事をやっていくうえで大切にし
ている事は、コミュニケーションカを磨くことで
す。職員がどんな問題を抱え、どんな課題に取り
組んでいるかを知るために、全職員の名前と顔を
覚える努力をしております。コミュニケーション
の技術に完成はありません。小家族の家庭でも、家
族経営の企業でも、コミュニケーションがうまく

機能している組織に、失敗はまずありません。発
生した問題の対応策をみんなで考えるからです。
しかしちよっと手を抜くとすぐに崩れます。コミ
ュニケーシヨンの技術を実践し、学ぶ場は人それ
ぞれあると思いますが、その中でもロータリーク
ラブはその技術に磨きをかける場としては最適な
環境にあると考えます。これからもよろしくお願
いします。

【出席報告】
会員総数　43名　出席計算　41名
　出　席：35名　欠席6名　出席率85 .37%
　欠　席：灰谷君・神宮寺君・鴨志田君
　　　　　栢尾君・越川君・髙木君
【M U】

4/28　RAC例会　丸山君・島田君・内田君

4/29　地区研修・協議会（参加16名）

灰谷君・石毛君・上総君・松本君・宮内（龍）君
宮内（秀）君・大里君・坂本君・佐藤君・信太君
島田君・杉山君・高木君・高橋君・高瀬君・田中君

5/2　分区会長幹事会

宮内（榮）君・宮内（秀）君

【ニコニコ】
ニコニコBOX ￥24,000 計 ￥575,001
スモールコイン ― 計 ￥ 62,034
米 山 B O X ￥ 3,400 計 ￥ 59,368
希 望 の 風 ￥27,600 計 ￥293,400

次回のプログラム（5月21日）
「親睦旅行に参加して」
 親睦活動委員会

お弁当：辰巳家（にぎり）


