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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 委員長 宮内 清次 

副委員長 石毛 充 委員 越川 信一、兒玉 英子  

今週のプログラム 

 

「銚子市長卓話」 

銚子市長 越川 信一 様 

 

前回例会報告（１月７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 

 

 

 

 

 

みなさんあけましておめでとうございます。 

礼儀正しさに優る営業力はありません。礼儀正

しさだけで会社の役員ぐらいには簡単になれ

ます。礼儀正しさとは、すなわち、幼稚園で教

わったことをきちんとできるかどうかにかか

っています。それは「人に会ったら挨拶しなさ

い。」「みんなと仲良く遊びなさい。」「仲間はず

れは作らないこと。」「嘘をつかないこと。」「間

違ったことをしたら勇気をもって謝りなさい。」

などです。 

高卒で自衛隊に入隊した子供が夏休みに帰

ってくると見違えるほど成長したのに驚かさ

れるそうです。それは挨拶が身に付いたという

ことです。 

教育は強制から始まります。形が重要だとい

うことです。胸を張って生きるか、落ち込んで

生きるか、を選択するのは大切です。落ち込む

というのは文字通り体が猫背になり、うつむき

がちになります。顔を上にあげてみましょう。 

それだけで前向きになれます。「人前であがる。」

といいますが、これも実は形を整えればいいの

です。いったんつま先立ちになり、肩を上げる

とこまで上げたら、ストンと下げます。そうす

ると緊張はほぐれ落ち着くのです。本日の例会

が皆様にとりまして有意義なものとなります

こと、そして品格あふれるものでありますこと

を、心よりお祈り申し上げまして、会長挨拶と

いたします。ありがとうございました。 

 

 

会 長 挨 拶 
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第７回理事会 

 

第 1 号議案 1 月 2 月 3 月のプログラムの件 

…承認 

第 2 号議案 クリスマス家族親睦会決算案の件 

…保留  

第 3 号議案 合同例会予算案の件   

…承認  

第 4 号議案 ロータリー手帳購入の件 

…承認 全会員に配布する 

第 5 号議案 地区大会の件 

…承認  

 

 

 

【週報拝受】銚子東 RC、波崎 RC、成田空港南 RC 

1. 国際奉仕委員会アンケート集計報告 

2. ２０１５年１月のロータリーレート 

１ドル＝１１８円 

3. 地区大会記念ゴルフ大会のお礼とご報告 

4. フェローシップセミナー開催のご案内 

5. 茂原中央 RC 香山次郎様よりゴルフ場記念

サービス券拝受 

6. 財団室ニュース 1 月号 

7. ロータリー財団補助金管理セミナー開催の

ご案内      

…以上、ガバナー事務所 

8. 次年度地区役員情報ご提供のお願い 

…ガバナーエレクト事務所 

9. 交換留学生飯田佳奈さん第３回月例報告 

…地区青少年交換委員会 

10. 第 27 回全国ﾛｰﾀｰｱｸﾄ研修会のご案内 

…地区 RAC 委員会 

11. ロータリーの友電子版のご案内 

…一般社団法人ロータリーの友事務所 

12. 50 周年記念誌寄稿依頼 

…日本ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ千葉県連盟銚子第３団 

13. ちば里山新聞第 42 号拝受 

…特定非営利活動法人ちば里山センター 

14. 元米山奨学生金ユリさんより新年のご挨拶 

 

【例会変更】 

八日市場 RC   

１月 27 日（火）夜間移動例会新年会の為柿岡屋 

点鐘 6 時半 

成田空港南 RC 

１月 15 日（木）休会（12 日成人の日） 

1 月 20 日（火）第 6 分区 IM 点鐘 2 時  

九十九里ビィラそとぼう 

1 月 22 日（木）休会 IM に振替 

1 月 29 日（木）夜間移動例会  

 

 

 

誕生日記念日：石毛 充会員(1月 5日） 

       兒玉英子会員(1月 6日） 

       金子芳則会員(1月 6日） 

       遠山靖士会員(1月 7日） 

お祝いありがとうございます。 

 

結婚記念日： 遠山靖士会員(12月 23日） 

入会記念日： 岡根 清会員(1月 4日） 

       宮﨑裕光会員(1月 5日） 

       兒玉英子会員(1月 6日） 

       石毛 充会員(1月 6日） 

創業記念日： 丸山泰典会員(12月 13日） 

       富永泰夏会員(12月 23日） 

 

 

 

☆大ニコニコ 宮内龍雄会員 

 

去年 12/16に一人、 

本年 1/2に一人 

いきなり女の子２人の

孫が生まれました。孫

に完全無条件降服！お

じいちゃんも良いもん

です。 

 

 

新年第一例会 

乾杯のご発声は 

桜井広和会員 

  （パスト会長） 

 

明けましておめでと

うございます。 

 

 

幹 事 報 告 

理 事 会 報 告 

 

会 員 の 記 念 日 

 

ニコニコ BOX 



− 3 − 

 

 

 

年男になって 

 
宮内秀章会員（理事、職業奉仕委員長） 

明けましておめでとうございます。 

今日は、年男の抱負と

いうことでお話しさせ

て頂きます。私は、昭

和４２年４月２日生ま

れで、今年で４回目の

年男を迎えます。今ま

では、年男といっても

何も気にせずに 1 年を

過ごしてきましたが、今回、この卓話をするに

当たって羊年について調べてみました。羊年の

性格ですが、人当たりが良く、温和で困ってい

る人を見ると何とか出来ないものかと考え頑

張るそうです。そして、人との争い事や対立を

嫌い、物事にはかなり慎重で、ギャンブルや先

の読めないチャレンジは考え過ぎるほど考え、

結局手を出さないそうです。自分に当てはめて

みると、やはり目の前にチャンスがあるのに、

考えて考えて、ヨシやるぞと決断した時にはそ

のチャンスはどこかいってしまい、いつも損ば

かりしています。今年は是非、程良い慎重さを

持って前向きに決断できるようにしたいと思

います。続いて、今度は私が生まれてからの羊

年の主な出来事を調べてみました。生まれた年

の１９６７年、日本ではリカちゃん人形の発売、

ラジオ番組オールナイト日本の放送が開始さ

れました。世界では、第３次中東戦争が起きて

おります。１２年後の１９７９年、日本ではソ

ニーのウォークマンの発売、世界では第２次オ

イルショック、１９９１年、日本では５９場所

も横綱に在位した千代の富士が引退し、世界で

は湾岸戦争で空爆がありました。そして２００

３年は日本では、朝青龍がモンゴル人として初

めて横綱になり、またこの年に六本木ヒルズが

オープンしました。世界では、イラク戦争が始

まっております。もうお気づきだと思いますが、

羊年の特徴的なのは中東情勢に変化が起きて、

争いの嫌いな羊と油屋の私には困る事ばかり

起きております。今年も今の世界情勢を考えま

すと非常に心配なことが沢山ありますが、今年

の世界の平和を祈念いたしまして私の話しを

終わります。ありがとうございました。 

沿海石油商会 代表 

 

年女の抱負 
櫻

櫻井公恵会員（親睦活動

委員会） 

４８歳になる年となり

ました。 

１２歳の時、今は統合で

無き若宮小学校の６年

生。２４歳の時は東京の

不動産会社で総合職と

して勤めていました。３６歳の時は上の子が６

歳、下の子が４歳の可愛い盛りです。当時の我

が家は４世代同居の７人家族で賑やかに暮ら

していました。１２年後、自分が社長となり、

ましてや恐れ多くもロータリーに入れていた

だいていることになるとは夢にも思っていま

せんでした。 

会社の代表を仰せつかったのが４２の時で

したのでもう５年になります。若造のしかも食

品卸業界には珍しい女性代表ということで、お

取引先様にはたいへんご心配をおかけしたこ

とと思いますが、変わらずの応援を頂戴しまし

て現在に至ることを心からありがたく思って

います。 

この年も汗水流して真摯に精一杯やらせてい

ただきます。 

家庭において。上の娘の進学が無事に決まれ

ば一緒に暮らせるのもあと数か月。春からは下

の倅と母親との３人暮らしになりますが、今は

家事一切やってくれている母親も年々衰えて

いく一方です。子供の自立まであと最短で７年。

今年は人生初の人間ドックを受け、元気な体を

キープすることが私の責務だと思います。 

そしてまた１２年後、私が６０歳になっている

頃にはまた今の私には想像もつかない立場に

立っていることでしょう。 

大先輩の皆様方には今後ともどうかご指導の

程、どうぞよろしくお願い申し上げます。 
（株）櫻井謙二商店 代表取締役社長 

 

年男になって 
宮内 龍雄会員 

（理事、副会長） 
あけましておめでとう

ございます。  

私が生まれたのは

1955 年昭和 30 年です。

ということはちょうど

卓  話 
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60 歳、「還暦」ということになります。 

今度の誕生日に私に赤いちゃんちゃんこを

着せようと娘たちは作戦を考えているようで

す。しかしながら私の思考回路は大体１５歳の

時からほとんど変わっていない様な気がしま

す。いや全く変わっていないと断言できます。

黙っている時や何か考えている時の内的独白

はいつも同じことを言っていて１５歳の時と

何も変わってはいないと思います。皆さんはい

かがでしょうか？ 

私は大学を卒業し、２年ほど錦糸町で「他人

の飯を食って」２５歳で銚子に戻りました。そ

れまでは本当に自由気ままのやり放題、飲み放

題、それが帰ってすぐに父の会社に入って営業

だ、経営だの訳の分からないことばかり、おま

けに父に７年間付き合っていた彼女（今のかあ

ちゃん）を貰ってこいと言われ、とうとう円形

脱毛症になってしまいました。本当に参ってし

まいました。流石の「ノー天気男」の私もこれ

は本当にヤバイ、このままでは大変なことに 

なってしまうと思い、色々考えた末に取りあえ

ず、５年ごとの目標（大まかな）を５０歳まで

立てて見ようと考えました。 

２５歳で結婚→３０歳で子供が２～３人、子育

ての為に家を建てる→３５歳仕事に自信を持

つ→４０歳会社を自分で切り盛りする→４５

歳社長になる→５０歳子供たちの教育が終わ

って自分の好みの家を建てる。ざっとこんな感

じの計画を作りました。振り返って見るとほぼ

目標を達成したように思います。ちょうど５０

歳になった時、父が亡くなりました。父が世を

去って一、二年はほんとに「心にぽっかり穴が

空いた」様な気持で何も手につきませんでした。

そこで、「またこれはヤバイ」気力の在るうち

に何かやろうと考え取りあえずまた７０歳ま

での目標を立てましたが、その内容は死ぬまで

内緒です。 

父が亡くなって一年ほどして、ロータリーク

ラブに入会させて頂きました。この１０年間 

今まで経験したことのない素晴らしいできご

とや、得難い友人、また本当に尊敬出来る人た

ちに出会えたことに心から感謝を申し上げて

この卓話を終わりにしたいと思います。 

最後に次年度「歌って踊れる銚子ロータリー会

長」目標に頑張ってまいります。お声援宜しく

お願い申し上げます。 

稲荷鐵工所㈱代表取締役社長 

 

 

 

 

大里忠弘クラブ情報委員長 

今月のロータリー理

解推進月間に当たり

ホァン会長は、ロータ

リーデー開催により

（ロータリーに輝き

と希望を）与えてほし

い。 

ロータリーデーとは、地域社会に開かれ、家族を

受け入れ、楽しくさえあればいいのですと述べて

います。また、それにより地域にクラブの存在を

アピールし、会員であることが自分の人生を豊か

にすると、次世代の会員候補にも伝えることがで

きるのですと述べています。 

P8-12：各地クラブのホームページ Facebook 

Twitter などの紹介をしています。会員間のコミ

ニュケーション、会員候補者への情報発信に役立

っているそうです。 

P13-14：新ロータリー公式ロゴ紹介、並びにロー

タリーについて、各クラブはどのような活動をし

ているか、それが鍵であると述べています。 

P18-22：各地ロータリーデーの紹介 

P31：ロータリアンや、関係者がより深くロータ

リーを知るウェブサイト「My Rotary」の紹介  

縦の稿 

友愛の広場では、最近よく話題になる水分補給に

ついての寄稿や、卓話の泉では、オリンピックに

ついての寄稿など、私には興味がありました。 

2015ー16「ロータリーの友」誌の表紙写真を募集

しています。 

【出席報告】 

会員総数４４名 出席計算４０名 

 出 席：２８名 欠席１２名 出席率 70．00% 

 欠 席：青野君・伊東君・越川君・松本君 

   丸山君・宮内榮君・大岩君・大里君 

猿田君・杉山君・小林君・富永君 

【Ｍ Ｕ】 

12/22：RAC 例会 丸山君 

【ニコニコ】 

ニコニコ BOX ￥ 23,000  計 ￥313,000 

スモールコイン ￥  3,100 計 ￥ 38,980 

米山 BOX ￥  － 計 ￥ 35,933  

希望の風 ￥ 25,000 計 ￥215,271 

次週のプログラム（１月２１日）  

「物故会員を偲んで」 

加瀬 貞治会員 

青野 秀樹会員 

お弁当：喜多川（ちらし） 

 

委員会報告 

会 員 投 稿 欄 
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