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加されました。
お疲れ様でした。ローターアクトも内田修心・

坂本尚史会員のご努力により、今期は5名の大幅
増員となりました。私は所要で参加できませんで
したが、私たちロータリアンにとって若い人たち
と接する良い機会と思います。特に銚子では18歳
から30歳までの若者が大変少ないのであります。
皆さんもよろしく御願いいたします。

5月19日私と宮内秀章幹事・田中英子会員増強
委員長・上総泰茂クラブ情報委員長の4名で新会
員入会予定の朝日生命銚子営業所長さんのところ
にお邪魔してきました6月4日入会の予定です。

5月17日‒18日会員家族親睦旅行に参加してき
ました。本日は後ほど会員による親睦旅行に参加
してと題しての卓話があります宜しくねがいま
す。以前は日帰り旅行が恒例でしたが、今回は1
泊2日の宿泊を伴う親睦旅行となりました。参加
者は14名と少ないようでしたが、日帰りでも10
数名の時があったように記憶しております。

又、近々コーロ・ハモンティアーノ参加の合唱
祭が予定されておりますのでこれも宿泊を伴うの
で止む終えなかったと思います。

一部のご批判もあったと聞きましたが、それは

皆さん今日は。近年は気候温暖化が著しく、我
が家は夏に衣替えをしました。

5月12日ローターアクトの例会に丸山泰典・島
田洋二郎・内田修心・坂本尚史の4名の会員が参

今週のプログラム

「職業奉仕フォーラム　ディスカッション」

職業奉仕委員会

前回の例会報告（5月21日）

点鐘：宮　内　　　榮　会長

ロータリーソング：

　　　それでこそロータリー
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批判ではなく、例がなかったので驚いたのではな
いかと思います。今後も改革・革新、新しいこと
に挑戦していただきたいと思います。そして多く
が賛同できるように、但しこれはあくまでもロー
タリーの原点（関口徳雄ガバナーの言うところの
ロータリーの北極星）を守ってのことであります。

又、当日のアンケートで、座右の銘は、他力本
願と書いた人がいました、皆で大笑いをしました
が、私も今後座右の銘にしたいと思います。佐藤
直子委員長のお気使いで、今までに無い大変楽し
い旅が出来ました。

★☆★☆創業記念日おめでとうございます★☆★☆

加　瀬　貞　治　会員（5月20日）
織　田　吉　郎　会員（5月20日）

【週報拝受】小見川RC、旭RC
1 .第5回ローターアクト合同会議開催のご案内
................................................................................ガバナー事務所
2.日本赤十字活動資金へのご協力のお願い
...........................................................日本赤十字社千葉県支部

【例会変更】
小見川RC… 5月28日㈬定款第6条第1節Cにより

休会
旭RC… 6月13日㈮休会→6月1㈰‒2日㈪
　　　 親睦家族旅行に振替
　　　 6月27日㈮最終夜間例会

✌櫻　井　公　恵　会員✌

　膝窩動脈外膜嚢腫という珍しい血管の腫瘍で手
術してきました。この半年で2度目の手術。今度は
しばらく歩行困難ですが、めげずにがんばります。

✌金　島　　　弘　会員✌

　5月19日会社の下に第2野池が完成して錦鯉を
12匹入れ秋の池上げが楽しみです。
　来週例会を休み、新潟小千谷ロータリークラブ
にメークアップして来ます。

青少年奉仕委員会
宮　内　龍　雄　委員長

出前教室実施について
日　　時　6月13日㈮12時集合
開催場所　銚子第一中学校
講　　師　 丸山泰典会員・櫻井公恵会員
　　　　　宮内龍雄会員

「親睦旅行に参加して」　　　　　
灰　谷　充　史　会員

　本日は、先週の親睦家族旅行について、皆様へ
のご報告を兼ねてお話を致します。1泊2日の伊豆
への親睦旅行は、佐藤親睦活動委員長のチャレン

会 員 の 記 念 日会 員 の 記 念 日

ニコニコBOXニコニコBOX

卓　話卓　話

委員会報告委員会報告

幹事報告幹事報告
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ジによる初めての試みでしたが、二日間を通じて、
参加した１４名の会員の皆さんとの親睦をより一
層深めることが出来たと共に、ロータリークラブ
の設立者である米山梅吉に対する理解を進めるこ
とが出来、有意義な週末のひと時は、あっという
間に過ぎていきました。
　今回の旅行の最大の目的は、米山梅吉記念館を
訪問し、奉仕の精神に溢れた米山梅吉に対する理
解を深めることにありました。三島にある記念館
訪問により、激動の明治期に生まれた米山梅吉が
近代日本の礎を築くことに邁進し、ポールハリス
との出会いを通じて東京に初めてロータリーを設
立。その後、公私にわたり奉仕の精神を発揮し、生
涯を通じてその活動を続けたことを学ぶことが出
来ました。
　上記の米山梅吉に対する理解に加え、この旅を
通じて、もう一つ学んだことがあります。それは

「普段の例会では分からない一面を、会員の皆さん
がそれぞれお持ちであり、その一面が人生の中で
輝いている」ということです。
　行きの道中、私は、宮内幹事達と共に、宮内清
次会員との話を楽しみながら、芦ノ湖を経て、稲
取温泉まで参りました。そこで得た学びは、宮内
清次会員には全国津々浦々に永いお付き合いのお
友達がいる、ということです。東京西荻窪には、そ
の名前も「ミルク」という名のお店があり、そこの

「カウボーイ」というお酒が絶品であること、他に
も修善寺や神戸に纏わるお話がありました。これ
から未だ転勤が続く身ですので、宮内清次会員の
様に、永いお付き合いに繋がる交友をもてる様、精
進を続けて参りたいと思います。
　二点目は、今まで自分でも気がつかなかったの
ですが、「自分は、早口言葉が下手。特にお酒が入
ると全く駄目」ということが分かりました。宴会
の二次会の場で一つのゲームが始まりましたが、
ルールは極めて簡単。私がおりましたインドにも
国境を接し、以前はビルマの名で知られていた

「ミャンマー」の言葉をどんどん唱えていく、とい
うものです。一人目は一回、二人目は二回、三人

目は三回、という様に続くのですが、私は三回以
上続けることが出来ません。出来ないわたくしに
は断罪が下され、私は今、ミャンマー恐怖症に罹
っております。今後、転勤地としてミャンマーだ
けは避けたいところです。
　三点目は、白濱先生はとても素敵な方である、と
いうことです。後述しますが、今回の親睦旅行で
は、あらたなグループ「オンチーズ」が結成されま
した。「オンチーズ」の所以と入会条件について
は、ご想像の通りです。宴会の場で数々の名曲が

「オンチーズ」により披露されましたが、白濱先生
は「オンチーズ」の音声には全く動じず、その素晴
らしい歌声を披露されていました。また、白濱先
生は、初日箱根の芦ノ湖に一足先に行かれ、そこ
から合流されたのですが、待っている間に湖畔の
神社にお参りにいきおみくじを引き、見事大吉を
引かれたそうです。その嬉しさは佐藤委員長のシ
ョートメールにまで伝わってきたのですが、その
喜びには、素敵なエピソードがあったのです。詳
細は、白濱先生の卓話の際にご披露頂ければと思
うのですが、白濱先生はその様なエピソードを笑
顔で話すチャーミングな一面をお持ちであること
が分かり、単身赴任のわたくしは是非見習いたい
と思います。
　さて最後に「オンチーズ」の話をしたいと思い
ます。
　今回宿泊を致しました稲取銀水荘は、スタッフ
の皆さんの気配りが嬉しい温泉宿でしたが、そこ
での夕食時には、カラオケの時間も設けられまし
た。石毛会員の「スニーカーブルース」を皮切り
に、好きな人が気ままに歌う形の時間がスタート
しましたが、歌い手が二つのグループに何となく
分けられ、その一つのグループに「オンチーズ」の
名称が付けられました。当初6名いたメンバーで
したが、信太次期会長の厳選により丸山会員が、涙
の（?）脱会。残った選ばれしメンバーは、14年度
の親睦活動の火種目玉として活動を続けていく予
定です。ちなみに、メンバーは、わたくし以外に
4名おりますが、ご想像にお任せします。
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　ダンスと歌に磨きをかけ、クリスマス例会でデ
ビューする予定ですので、ご期待下さい!
　それでは、14
年度の親睦活動
へのご協力、何
卒、宜しくお願
い致します。

「親睦旅行に参加して」　　　　　　
丸　山　泰　典　会員

　皆さんこんにちは、丸山です。
　皆様に親睦旅行のご報告をさせていただきます
が、まずは、佐藤直子親睦活動委員長、大変お疲
れ様でした。
　特に今回は1泊旅行ということで、企画及び準
備等、さぞかし大変だったことと思います。その
分、非常に中身の濃い親睦旅行になったのではな
いかと思っています。
ありがとうございました。
　今回の家族親睦旅行の中心は、米山梅吉記念館
への訪問でしたが、後日卓話にてお話いただける
とのことですので、私からは親睦旅行の楽しかっ
たことについてご報告をさせていただきます。
　私はバスガイドさんのいる旅行というのが久し
ぶりだったので、まずバスガイドさんの案内で楽
しませてもらいました。
　例えばどんなことかといいますと、「混んでいる
ときは、新木場で降りて、ゴールデンゲートブリ
ッジを利用すると羽田空港に早く行ける。」とか、

有明の手前では、「昔の新幹線車両が4両並んでい
るのが見えますが、実はあれは現在ビュッフェに
なっている」ことなど、普段通り慣れてる道でも、
なかなか気づかない最新の情報を教えてくれた
り、また川崎の工業地帯に差し掛かると、「ここ
は昔B-29に爆撃され焼け野原になったんだけど、
丁度その頃、宮内清次会員は、田んぼの中でグラ
マン戦闘機に追いかけられてた」とか、とても古
い、大きな話から小さな話までしていただき、大
変楽しませていただきました。宮内榮会長バスガ
イドさんありがとうございました。
　バスガイドさんが休憩すると、副バスガイドさ
んがおりまして、荻窪のスナック「ミルク」、や修
善寺のバー「しばらく」、あるいは昔の彼女『早苗
さん』のお話などで盛り上げていただきました。
宮内清次会員、ありがとうございました。
　一日目の行程は、芦ノ湖湖畔での昼食、箱根関
所跡の見学、芦ノ湖スカイラインを経由して、大室
山へ登頂、そして宿泊は稲取温泉の銀水荘でした。
　芦ノ湖湖畔では、先ほど灰谷会員の卓話にもあ
りました、ニコニコ顔の白濱先生と合流しました。
また芦ノ湖湖畔での食事中には、窓から湖の上に
見えるボートがとても気持ちよさそうで、それを
見て、「俺もボートに乗ってボーっとしでーなぁ
っ。」と素敵なおやじギャグを飛ばしていただい
た、小田島先生、ありがとうございました。
　箱根関所跡では、65歳以上の方がシルバー料金
で割引になったのですが、何を悔しがったのか、

「頭の中が15歳以下の人は安くなんないの?」と無
理やり中学生料金で入ろうとしていた、宮内龍雄
会員、とても面白かったです。
　芦ノ湖スカイラインでは、何か所かで写真を撮
りました。芦ノ湖がきれいに見えるレストハウス
では、信太会員の掛け声で写真を撮ったのですが、
いつもの掛け声ではなく、「ルート4は?」の掛け声
でした。皆さんそこは、（タイミングのずれた方も
いましたが）、「にーっ」と笑顔で写真を撮ってい
る横で、観光に来ていた高校生が、「間違ってるよ
なぁ。ルート4の答えは、2じゃなくて、プラスマ
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イナス2だよな～っ」と、こそこそ言っているの
を、田中英子会員がしっかり聞いていました。
　初日の最後に行った大室山の景色は、とにかく
最高で、宮内榮会長が、道中に「大室山ではこの
世のものとは思えないものを見せてやる。」と、自
信満々に言っていたのですが、まさにその通りで
した。あの世はまだ見たことないですが、抜ける
ような空の青さと新緑のグリーンの対比が見事
で、そして、空が下にあるような感覚、まさに天
国みたいな場所で、本当に感動しました。ありが
とうございました。リフトの乗車券を配る時の

「男は乗車券、女は整理券ね」の一言さえなけれ
ば、もっと良かったです。
　銀水荘のお風呂では、お風呂にカメラを持って
入ってきた大岩会員に、これから何をするんだろ
うかと、ちょっとドキッとしましたが、すぐに灰
谷会員と並ばされまして、顔のこわばったぎこち
ないツーショットを献上いたしました。その後、交
代でお風呂での入浴写真を撮ったのですが、私が
シャッターを押す瞬間に、大岩会員と灰谷会員の
後ろに、突然ノーガードの石毛会員が現われ、大
変な写真を撮ってしまいました。すみませんでした。
　夜の食事会におきましては、カラオケをしまし
た。トップバッターは、もちろん不動のエンター
テイナー、石毛充会員です。盛り上がらないわけ
がありません。その後もめいめいが歌い放題でし
たが、印象にのこっているのは、次年度の会長・
幹事コンビのデュエット「浪速恋しぐれ」です。ア
ドリブでの替え歌も掛け合いがぴったりで、息の
合ったところを見せていただきました。そして、金
島会員のドスの利いた声で歌う「女」は、歌はもち
ろん、セリフ回しが絶妙、しかも最後には落ちま
でつける、プロ並みの力量でした。ただ、最近太
ったせいで昔よりも声が柔らかくなっているとの
声がちらほら聞こえておりましたので、これを機
会にダイエットしてみてはいかがでしょうか?オ
ンチーズにつきましては、先ほど灰谷会員からお
話していただきました。かなりのエンタテインメ
ントグループになると思います。乞うご期待です。

私も候補の一人でしたが、コーロハモンティアー
ノに入っている手前、オンチーズに入る訳には行
かないので、オーディションで必死に頑張り、抜
けさせていただきました。
　余談ですが、コーロハモンティアーノの皆様に
朗報です。即戦力の人材を発見いたしました。白
濱先生の歌う石原裕次郎はとても上手でした。坂
本先生勧誘お願いいたします。
　翌日は、浄蓮の滝、江川太郎左衛門博物館、米
山梅吉記念館を見学し、伊豆フルーツパークにて
昼食をとり、予定通りのコースで帰って来ました。
江川太郎左衛門という人物は、まったく知らなか
ったのですが、博物館を訪問した直後に、車中で、
司馬遼太郎の「竜馬がゆく」を広げると、江川太郎
左衛門の名前が丁度読んでいたページに載ってい
たので、びっくりしました。
　登場はわずかですが、内容は、江川太郎左衛門
が、伊豆の海岸測量する際に、桂小五郎を家来に
して同行させたというもので、すでに洋学者とし
て名をなしていた江川太郎左衛門が、22歳の若い
桂小五郎に、西洋の知識を教えて、多大な影響を
与えたと書いてあります。坂本竜馬に影響を与え
た桂小五郎、その桂小五郎の師匠とも言える江川
太郎左衛門を身近に感じることができたことは、
とてもうれしかったです。
　フルーツパークで昼食を食べた後の帰りのバス
の中でも、かなり盛り上がっておりましたが、宮
内秀章幹事は最後の最後に来て体力が限界に近づ
いてしまったようで、ひとり無口になってしまっ
ておりました。そこで始まったのが、無口になっ
たら罰金ゲーム、可哀想な秀章幹事、しっかり
5000円の罰金を支払って帰宅の途に着きました。
宮内秀章幹事、大変お疲れ様でした。そして皆様
楽しいひと時をあ
りがとうございま
した。
　来年も楽しみに
しております。



5月17日㈯‒18日㈰1泊2日
日本ロータリークラブの創始者

「米山梅吉記念館を訪ねて」

米山梅吉記念館

元箱根　芦ノ湖

大室山リフト

稲取温泉、銀水荘
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ボーイスカウト銚子第2団 　
ボーイスカウト銚子第3団 　
ガールスカウト千葉県第21団

助成金交付しました
千葉科学大学RAC6月の例会のお知らせ

6月9日㈪点鐘 18時
6月23日㈪点鐘 18時（変更の場合あり）
マリーナキャンパス2103教室

【出席報告】
会員総数　43名　出席計算　40名
出　席：30名　欠席10名　出席率75 .00%
欠　席：伊東君・神宮寺君・金子君・栢尾君　　
　　　　越川君・宮﨑君・大里君・猿田君　　　
　　　　杉山君・高瀬君

【Ｍ　Ｕ】
5/18　RAC年次大会　

島田君・内田君

【ニコニコ】
ニ コ ニ コBOX ￥ 5,000 計 ￥594,001
スモールコイン ― 計 ￥ 65,234
米 山 B O X ￥ 2,851 計 ￥ 62,219
希 望 の 風 ― 計 ￥293,400

次回のプログラム（6月4日）
「米山梅吉記念館を訪ねて」

 小田島　國　博　会員
お弁当：あぐり（幕の内）
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