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THE ROTARY CLUB OF CHOSHI 

創 立 昭和32年３月２３日 

RI承認 昭和32年４月１５日 

会 長 信 太 秀 紀 

副会長 宮 内 龍 雄 

幹 事 田 中 英 子 

会 計 金 子 芳 則 

例会日時 毎週水曜 12:30～ 

例会場  銚子商工会館５F大会議室 

事務所  銚子市三軒町19-4 

     銚子商工会館内 

電 話  0479-25-3111(会館) 

     0479-23-0750(専用) 

ファクス 0479-25-8789 

E‐mail  rotary@choshinet.or.jp 

URL http://www.tcs-net.ne.jp/~crc   

 2014～2015年度 ＲＩテーマ 

    ロータリーに輝きを  
     LIGHT  UP ROTARY 

 2014〜2015 ＲＩ会長 ゲイリー Ｃ．Ｋ．ホァン 

 

国際ロータリー第2790地区 

銚子ロータリークラブ会報 

第２７９０地区 

ガバナー 宇佐見 透 (千葉幕張ＲＣ)  

広報・会報委員会 

宮内 清次、石毛 充、越川 信一、兒玉 英子  

今週のプログラム 

 

「フィリピン・ダバオ支援報告」 

   髙木 浩一会員（国際奉仕委員長） 

   田中 英子会員（幹事） 

   佐藤 直子会員（青少年奉仕委員長） 

 

 

前回例会報告（１０月１日） 

点      鐘：信太秀紀会長 

国歌君が代斉唱 

ロータリーソング： 「奉仕の理想」 

ビジター紹介：なし 

 

 

 

 

みなさんこんにちは！マーケッティングとは

お客様が欲しいものを知ることです。お客様を

第一に考えてどうすれば買ってくれるかをひ

たすら考えることは、どうすれば好きになって

もらえるかを考える、恋愛のはじめと同じです。

よく、創業者の方が、あれがいいこれがいいと

思い込んで商品販売しますが、ほとんど売れま

せん。それは、お客様思いではなく、「自分想

い」になっているだけなのです。たとえ、おい

しい料理を作ったとしても、雰囲気や接客が悪

かったら食べてもらえません。ということは、

お客様は商品ではな

くて、商品から与え

られるすべての満足

を買っていることに

なります。 

熊本県に丸美屋と

いう納豆メーカーが

ありますが、売り上

げが一気に３倍に跳

ね上がりました。何をしたのかといいますと、

実は包装紙を変えただけなのです。従来の「お

城納豆」から猫のイラストの「にゃっとう」に

商品名を替えました。 

これが、子供達の大人気商品となりました。

業界は納豆の、ねばり、味、うまみ、を徹底的

に研究し、競争しているのでしょうが、お客様

はこの包装紙の商品がほしいのです。内容だけ

でなく、パッケージ、提供方法、すべてをさぐ

るのがマーケッティングです。 

それは、何も話すことのできない赤ちゃんが、

何を欲しているかを常に考える母親のように、

私たち経営者はお客様のニーズに注意しなけ

ればなりません。 

会 長 挨 拶 
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第４回理事会 

 

第 1 号議案 10 月 11 月 12 月のプログラムの件 

…承認 

第 2 号議案 両クラブスポーツ大会決算案の件 

…原案承認 

第 3 号議案 ジオパーク入会の件 

…手続要覧（P13 参照）規定により否決 

第 4 号議案 I・M の件 

…承認 11 月 30 日太陽の里 

第 5号議案 ガバナー補佐訪問クラブ協議会の件 

…承認 11 月 5 日例会終了後 

第 6 号議案 ガバナー公式訪問、クラブ協議会、 

懇親会の件       …承認 

  

 

 

銚子 RC 細則第３条・第 1 節 

指名委員会設置の件…会長一任 

指名委員会委員（P 会長・現会長・次年度会長） 

大岩委員長・坂本会員・高橋会員・上総会員 

大里会員・宮内榮会員・信太会長・宮内龍雄会員 

 

 

 

【週報拝受】銚子東 RC 

1. ガバナー月信合本発送と事務所閉鎖のお知らせ 

…直前ガバナー事務所 

2. 第 38 回 RYLA セミナー開催案内 

3. ロータリーデーのぼり貸出のご案内 

4. 財団室 NEWS 2014 年 10 月号 

…以上、ガバナー事務所 

5. ちば里山新聞第 41 号拝受 

…特定非営利活動法人ちば里山センター 

【例会変更】 

小見川 RC   

10月15日(水)定款第6条第1節（C）により休会 

10月29日(水)10月26日(日)第8分区 IMの振替休会 

 

 

☆ 誕生日記念日  

加瀬貞治会員(9 月 21 日) 

これまでは大里庄治

郎さんや安藤勇さん

の先輩が居りました。 

同級生の大里和司さ

んも昨年逝ってしま

いました。私は何所

も悪い処も無く健康

ですのでこれからもお世話になります。 

 

☆ 結婚記念日：松本恭一会員 (9 月 19 日) 

☆ 入会記念日：なし  

☆ 創業記念日：堀米秀和会員（10 月） 

 

 

 

フィリピンダバオ支援参加者一同 

 

9 月 20 日フィリピン・ダバオ盲学校支援チャ

リティーコン

サート、皆様の

支援のおかげ

で大成功を納

めました。ご協

力有難うござ

いました。 

 

←白濱 龍興会員 

 

観月会じゃんけん大会 

優勝。米山功労者に。。 

リハビリ目的に左手グー

を出し続けたら優勝。 

（大ニコニコと米山)               

             

 

 

加瀬 貞治会員→ 

八十八回目の誕生日に大き

なお祝いを頂きました。 

（大ニコニコ） 

 

 

 

←鴨志田明人会員 

先週は観月会を太陽の里ホ

テル別邸｢海と森｣で開いて

頂き有難うございました。 

 

 

 

 

 

10 月のロータリーレート 

 

 

１０６円 
 

 

 

会 員 の 記 念 日 

 

ニコニコ BOX 

幹 事 報 告 

理事会報告 

 

次々年度役員指名の件 
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【私の職業奉仕の実践】 

坂本尚史会員（パスト会長） 

 

 職業奉仕

は、ロータリ

ーの基本的

な理念と言

われていま

す。一言で言

えば、会員各

自が自分の

仕事を真面

目に、皆に公平に、顧客のためになるように

努める、と言うことではないかと思っていま

す。 

 私の場合で考えると、私の職業は大学教員で

あるので、顧客というと学生あるいは保護者で

す。学生が大学で身につけたいと思っているこ

とはそれぞれに違っていると思いますが、例え

ば資格を取ることや興味を持った分野の実験

や実習をすることであったり、サークル活動や

社会活動を行うことであったりしますが、いず

れにしても、大学で勉強することで卒業後社会

に出て活躍出来るようになることを期待して

いるわけですから、そのための学力、知識、社

会性などを育成して、希望する企業等に就職さ

せることが求められていることになります。 

保護者の期待は、学生が最短期間、留年しない

で、卒業して良い企業に就職することが希望で

しょうから、学生の場合とほぼ同じと考えられ

ます。少し問題があるのは、学生の希望と保護

者の希望が一致しない、保護者が子供の行動に

干渉しすぎる場合がかなりあると言うことで

す。たとえば、学生は大学で学んだ技術を生か

して将来性のある中小企業に就職しようと内

定をもらっているのに、保護者はそんな知らな

い会社に就職しないで名の知れた大企業に就

職させようとするなどです。子離れの出来てい

ない親が多いのが目につきます。 

 これらの状況から考えると、学生の希望を叶

えるように努力するのが私の仕事と言うこと

になりそうです。講義を良いものにし、質問に

答え、卒業研究やゼミで学生を指導する、そし

て、卒業後にこの大学に来て良かった、坂本尚

史に指導してもらって良かったと言ってもら

えるように日々努力することが、私の職業奉仕

と言うことになるのではないかと思っていま

す。学生の満足度を上げること、それが大学教

員に求められていることになります。もっとも、

今の私は学部長を拝命していますので、学生教

育だけでなく学部をまとめていくこと、すなわ

ち多彩な教員が所属している中で、学部・学科

間の調整を図り、地域の皆様と協調して大学の

発展させていくのも仕事の一つとなっていま

す。今後とも、学生の満足度を上げること、そ

して学部教職員が働きやすい環境を作り出し

ていくことに、全力を挙げていきたいと考えて

います。 （千葉科学大学危機管理学部学部長） 

 

【私の職業奉仕の実践】 

猿田正城会員（パスト会長） 

  

私は猿田

神社の宮司

をしており

ます。宮司

は神社の代

表役員で、

管理と運営

の責任者で

す。 

48 歳の時、25 年間勤務した教職を退き宮司 

になりました。安定した収入の無くなった私は 

生計を立てるために神社をどうしたら良いか

とだけ考えていました。 

５0 歳の時にロータリークラブに入会させて

戴きました。 

職業奉仕の理念を学び、神社のあり方につい

ての答えを得る事が出来ました。 

【みんなのために役立つ神社、参拝して良かっ

たと思う神社にしてゆこう】と私は心に決めま

した。 

わたしは三ヶ条の心得を作りました。 

１．人々のために役立つ施設を充実させ、境内

の清掃をしっかりやること。 

２．心にひびく祝詞を奏上して、話は解かりや

すくしよう。 

３．誰にも公平で、思いやりのある行動をしよ

う。 

いらい今日までこの心得は変わりません。 

昨年は、皆様の温かい奉仕の心によって私の

夢でありました｛ロータリー憩いの森｝の完成

を見ました。やがて花見の名所となって、人々

に安らぎの心を与えられれば、 

ロータリークラブの存在価値が高まると思い

ます。有難うございました。 

（猿田神社 宮司） 

 

卓 話  
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【私の職業奉仕の実践】 

  灰谷充史会員（親睦活動委員会委員長） 

本日は、「私の職業

奉仕の実践」をテー

マにお話を致します。

私は損害保険会社の

東京海上日動火災保

険㈱の銚子支社にて、

総勢１２名のメンバ

ーと共に、地元の皆様に安心と安全をお届けして

おります。 

損害保険の最大の付加価値提供は、お客様のも

しもの際に、安心に妥協せずにいかに円滑な事故

解決を図れるか、にあります。 

事故発生時の迅速で円満な事故対応に加えて、

「安全運転講習会等、事故の事前予防サービスの

ご提供」や「補償内容に関する分かり易いご説明

等、加入時の安心のご提供」を通じて、銚子の皆

様に安心と安全をお届けすることが我々の責務

であり、これらの活動を実践することが職業奉仕

の実践に繫がると考えております。 

上記の信念に基づき、私どもは「生損保と事故

の事前予防に向けたサービスの提供により、安心

で安全な生活を地元に届ける銚子支社」「お客様

に選ばれ、代理店さんと共に成長する銚子支社」

「出会いを通じて切磋琢磨し、皆がここで働きた

いと思える銚子支社」を目指して日々の業務につ

いておりますが、本日は事故の事前予防に向けた

サービスの一つをご紹介したいと思います。 

ご覧頂いておりますツールは、物流過程での事

故発生を防ぐ目的で作成したものです。事故発生

につながるかもしれない映像を、ドライブレコー

ダーにより記録し、それらをドライバーの皆さん

にご覧頂くことで、ドライバーの皆さんの危険予

知能力を上げていきます。皆さんにとっては馴染

みのある風景が出てくるため、「この様な危険な

局面を回避するにはどうすれば良かったのか」を

自分ごととして考えて貰えるかがこの取組みが

好評な理由の一つです。 

お客様のもしもの際に円滑な事故対応を進め

ることに加えて、そもそもの事故発生を防ぐ活動

を通じて、我々としては、この銚子の皆様により

安全な生活をお届けし、銚子の皆様の豊かで快適

な社会生活と経済の発展に貢献したいと考えて

おります。 

（東京海上日動火災保険（株）銚子支社支社長） 

 
 

 

クラブ情報委員会 

   大里忠弘委員長 

ロータリーの友10月号から 

① ポリオ撲滅に向けた関連記事の紹介（P32） 

② ロータリーにおける職業奉仕についての理念、

定義、概念（P8） 

③ 日本のモノづくりの中心として堺市の歴史、

伝統（縦書きページ） 

 

国際奉仕委員会 髙木浩一委員長 

 

フィリピン・ダバオ盲学校チ

ャリティコンサートが盛会

に終わりました。 

有難うございました。 

 

【出席報告】 

会員総数４４名 出席計算４２名 

 出 席：３４名 欠席８名 出席率 80.95% 

 欠 席：青野君・伊東君・金島君・栢尾君                              

越川君・丸山君・杉山君・内田君 

【Ｍ Ｕ】 

9/20: フィリピン・ダバオ盲学校支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

石毛君・金島君・宮内(秀)君・宮内(龍)君 

櫻井君・佐藤君・信太君・髙木君・高橋君 

田中君・植田君 

9/25：薄暮時街頭指導  

石毛君・金島君・松本君・宮内(清)君 

櫻井(公)君・信太君・田中君・植田君 

内田君 

9/30：銚子東 RC 大岩君 

【ニコニコ】 

 

お 知 ら せ 

会員投稿欄への投稿を募集中：ジャンルは問い

ません、400～600 字で下記宛てに。また委員

会報告等は金曜日までにお願い致します。  

銚子ロータリークラブ事務局 

Fax ０４７９－２５－８７８９ 

Male； <rotary@choshinet.or.jp> 

広報・会報委員会委員長  宮内清次 

Male： <seiji.m@mocha.ocn.ne.jp> 

ニコニコ BOX ￥ 31,000 計 ￥182,000 

スモールコイン ￥  － 計 ￥ 18,710 

米山 BOX ￥  3,400 計 ￥ 19,270  

希望の風 ￥ 26,000 計 ￥114,000 

委員会報告 

次週のプログラム（１０月１５日）  

「脳トレ及びストレッチ」 

ADL 体操研究指導者 長尾 勢津子様 

   お弁当 大新（幕の内） 


