
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２８３９号（２０１５年１月２７日発行） 

 

    

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 

 

２０１４～１５年度  

銚子・銚子東ＲＣ 合同例会プログラム 

18：00 登 録            

（受付）両クラブ親睦活動委員会 

（進行）宮川雅夫 ＳＡＡ（銚子東ＲＣ） 

18：30 点 鐘  石井哲也 会長 （銚子東ＲＣ） 

(銚子 RC通算 2839 回、銚子東 RC通算 2083 回) 

     国歌斉唱「君が代」     

ロータリーソング唱和 

「それでこそロータリー」 

（ソングリーダー）坂本 尚史（銚子 RC） 

     お客様紹介 宮川雅夫ＳＡＡ（銚子東 RC） 

会長挨拶  石井哲也会長  （銚子東 RC） 

幹事報告  石毛園子幹事  （銚子東 RC） 

18：45 卓話者紹介  

中川進出席･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 （銚子東 RC） 

18：50 卓  話      

「房総のきのこ今昔」 

     千葉科学大学 環境危機管理学科  

講師 糟谷 大河 様 

19：20   謝 辞    石井哲也会長  （銚子東 RC） 

     出席報告   両クラブ出席委員長 

19：25  閉会点鐘   石井哲也 会長 （銚子東 RC） 

 

＜懇親会＞ 

（進行）星野 隆 親睦委員長（銚子東 RC） 

19：30 会長挨拶   信太秀紀会長   （銚子 RC） 

     乾  杯     宮内龍雄副会長 （銚子 RC） 

20：00  余  興  佐藤直子と烏合の衆 （銚子 RC） 

｢手に手つないで」 

20：55  閉会挨拶   藤﨑一成副会長（銚子東 RC） 

前回例会報告（１月２１日） 

 

点      鐘：信太秀紀会長 

ロータリーソング：「それでこそロータリー」 

ビジター紹介： 

交換留学生 Andrew Scott DAVEY 君 

 

 

 

みなさんこんにちは！専業主婦だろうが人生

の大半が仕事です。ですから、仕事そのものを

人生そのものにしたほうが得です。またそれは

人生をノンストレスで送る最良の方法です。成

功者に「趣味はなんですか？」と尋ねると一瞬

困った顔をします。それは、仕事と趣味が同じ

ために答えに困ってしまうのです。さて、雑用

はいやなものですが、それを楽しむためにはど

うしたらいいのでしょう？のろのろ作業して

いると雑用はつまらなくなります。圧倒的なス

会 長 挨 拶 
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ピードと量で雑用を処理することです。与えて

くれた人が絶句するくらいのスピードでこな

すのです。それができてくると、雑用はさせて

もらえなくなります。仕事ができるやつだと評

価され、もっと重要な仕事を任せられます。「若

造や凡人がのし上がってチャンスをつかむた

めには圧倒的なスピードで量をこなす。」これ

以外に方法はありません。仕事が出来るのにス

ピードと量がなってないという人はこの世に

一人もいません！皿洗いの下手な有名料理人

はいないのです。パブロピカソは亡くなるまで

に、油絵彫刻等１０万点を残しましたが、これ

はなんと一日に３つの作品を創作したことに

なるのです！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。 

 

 

 

【週報拝受】 

旭 RC、成田空港南 RC、舘山 RC、鹿島臨海 RC 

1. 2015 年１月 「クラブ請求書」についての

お知らせ 

2. 米山下期分普通寄付金ご送金のお願い 

3. 職業奉仕の最新情報 2014年 7月： 

4. 職業奉仕で｢ロータリーに輝きを｣ 

以上、ガバナー事務所 

5. サンディエゴ国際協議会への出発のご挨拶 

6. 次年度ＲＩテーマのご報告 

 2015-16年度RIテーマ 

｢Be a gift to the world｣ 

…ガバナーエレクト事務所 

7. 国際ﾛｰﾀﾘｰ年次大会２０１５参加旅行案内 

…日洋航空㈱金澤拓平様(東京青山 RC) 

8. 平成２７年新春講演会のご案内 

…銚子商工会議所青年部 

 

 

 

誕生日記念日： 

高橋宏資会員(1月 16日） 

        

待ちに待った記念品ありが

とうございます。 

62歳になりました。体力に

頭がついていかない様です 

これからも頑張ります。 

 

栢尾 茂会員(1月 21日） 

東日本大震災後は成田を

拠点に指揮をとり欠席が

ちでしたが今度水曜日度

銚子に 

５４歳になりました。 

お祝いありがとうござい

ます。 

 

結婚記念日： 桜井広和会員(1月 21日） 

創業記念日： 大岩將道会員(1月 16日） 

       宮内龍雄会員(1月 20日） 

 

 

なし 

 

 

 

 

故大里庄治郎氏を偲んで 

加瀬 貞治会員（パスト会長） 

思いがけなく今日此の場に立たねばならない

事になってしまいました。 

 大里家の分家の大里和司君と私とは、小学校の

同級生であり、彼の御母様と私の母とは、当時の

銚子髙女の同級生で長くお付き合いがありまし

た。然し御本家は私にとっては、ロータリーに入

会する迄は雲の上の存在でした。 

 当クラブには御子息をはじめ、私より遙かに関

係の深い方が何人もいらっしゃいます。本日の話

は、ほんの一部の体験と聞きがかりの上の推量で、

事実と異なる点があるかも知れません。御関係の

方からのお話しがありましたら、その方が正しい

とお考え下さい。 

 当ロータリークラブにおいては大里氏の存在

は唯一のチャーターメンバーで、何と設立から四

会 員 の 記 念 日 

 

ニコニコ BOX 

幹 事 報 告 

卓  話 
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期續いて幹事を務め、次いで副会長・会長をなさ

れました。クラブの生みの親の一人とそだての親

であった訳です。 

 お人柄は「平清・不変」と申し上げて異論のあ

る方は無かろうと思います。 

御出生は当地経済界で、名前を知らぬ者は無いお

宅の相続者としての運命と、国民としての義務で

あった軍務に服する生活、特に最後は敗戦による

シベリア抑留生活の体験者、そして戦後復興の地

域への貢献、之等がトップとして「人をまとめる

力」「世の中の観察力の確かさ」を身につけられ

た方ではないかと思います。 

 幾つかのエピソードを話してみたいと思いま

す。 

１．天津からの手紙（来ないでくれ！心外！失

意！北支派遣軍・大隊付主計将校） 

２．何もしない（人を診る→まかせる→成功独裁

者でない） 

３．粗食（軍隊生活から？シベリアからの生き残

り。メタボと無縁→長命・クリアーな脳） 

４．一層銚子を年寄りの町に（考え方の轉換・銚

子商工会議所頭取として陳情無効・銚電から

の撤退・信用組合→信用金庫・そして長年の

理事→理事長→次） 

５．100 円ショップでの大里さんの姿（価値感の

確かさ・末端迄の観察） 

６．東京進出（全員集合・一致団結・号令） 

（加瀬外科医院 院長） 

 

故織田吉郎会員を偲んで 

青野 秀樹会員（パスト会長） 

昨年６月６日に６８歳で旅立たれた織田さん、

お別れして 7 か月が過ぎました。今日は例会で貴

兄の生前の思い出を話すよう指名されここに立

っています。 

織田さんとは銚子青年会議所での出会いが最初

でした。JC には 1982 年に入会したのですが、そ

のころは社会開発の研究が盛んでした。これは織

田さんの得意分野で、委員会ﾒﾝﾊﾞｰを織田さんの

海鹿島の家に一晩缶詰にして討論させ一つの方

向を出させており、すごい人がいるなと感じたも

のです。また、「銚子のアランドロン」と言われ

ていることも知ったのもそのころです。ＪＣを卒

業後 

１９８７年 41 歳の時、銚子ＲＣ入会 

１９９２～１９９３ 桜井会長時の幹事 

２０００～２００１ クラブ会長の時から、奉

仕活動部門の活動経費は会費を使わず、ニコニコ

のみで行うことに変更しました。「これはロータ

リーの活動に忠実な会計システム」であり、その

後多くのクラブが同じような変更を行っていま

す。さらに内規の整理及び事務職員規定を作成し

クラブの体調を整えることを行いましたＷＣＳ

活動の見直しを検討するなどクラブの体調を良

くすることに力を入れており、また秋元ガバナー

を初めパストガバナーとの交流を活発に行うな

ど、ロータリーを楽しんでいました。 

２００３～２００４ Ｒ情報委員長では「ロー

タリーを語る会」を計画 会長、パスト会長、新

入会員などに参加を要請して例会前に行われま

した。「1 業 5 人制への対応・ロータリー運動と家

族の参加・これでよいのか国際ロータリー・ロー

タリーらしい社会奉仕活動とは・ロータリーの楽

しみかた」などのテーマがありました。これを冊

子にまとめて、クラブ会員だけでなく 2790 地区

内クラブおよびロータリー日本支局に送ったこ

とにより織田吉郎の知名度が大きくアップ、地区

からも「織田ガバナー」待望論が起き、銚子クラ

ブからガバナーを出すよう地区からの要請が多

くなってきました。 

２００６～２００７ 銚子クラブ５０周年実

行委員長 

これまでの記念事業では、有名な講師をお呼び

することが一般的でしたが、「銚子市白石貯水池

市民公園化計画案」を記念事業としたのです。事

業計画図、概算見積もり、利用可能な公的資金な

どを発表したところ、出席してくださった白鳥ガ

バナーやパストガバナー他大勢の方から「銚子ク

ラブは違う」と賞賛をいただきましたが、織田実

行委員長の評価を更に上げることになりました。

この年、杉山会長は銚子からガバナー輩出要請を

受け、このように答えたそうです。「銚子にはガ

バナーを務めることができる人は何人もいます

ので、クラブの判断で一人を選ぶことは出来ませ

ん。誰が欲しいのかハッキリ言ってください」返

事は「織田」。そこで、織田さんに「やりたけれ

ばバックアップします。やる気はありますか」「や

りたい」これで織田ガバナーが誕生したのです。 
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２００８～２００９ 第７分区ガバナー補佐 

２０１０～２０１１ ガバナーに就任、自分の信

じる「理想のロータリー」を目指し、前任のガバ

ナーとは意見の対立を恐れず、ぶれない姿勢を最

後まで貫きました。 

任期後半に起きた東北大震災では、単なる募金で

はなくロータリーらしい援助の在り方を模索し

て「ロータリー希望の風奨学金プログラム」を立

ち上げたことはみなさんご承知のことと思いま

す。ここまでは、ロータリーでの織田さんを話し

てきましたが、少し個人的な付き合いのことを話

そうと思います。30 年以上の付き合いであります

が我が家の子供たちとも小さい頃より顔見知り

であり、何度か一緒に草津に行きました。自分の

子供は厳格に育てたようですが、放任主義で育て

た子供たちを見て、こんな育て方もあるのだと、

子育ての 2回目を行うような感覚を持ったようで

す。「日本昔話」というアニメが好きで全話録画

してとっており、自分の子供とよく見ていたこと

も話していました。 

スキー場では、織田夫婦の滑りが遅く、子供たち

にも抜かれているので不思議に思ったところ、ワ

ックスがかかっていなかったのです。早速塗った

ところ抗議されたものです。「滑ると怖いから塗

ってなかったのに余計なことをして」、でも滑っ

てみると相当に楽になったようで「これは良い」

と楽しんでいたのが懐かしいです。 

最後になりますが、「織田パストガバナーを偲ぶ

会」では、土曜日 17 時からにも関わらず、多く

のロータリアンが弔問に訪れ、いかに慕われてい

たか、尊敬されていたかを物語っておりました。

銚子クラブは大切な人を失いましたが織田さん

の残していった言葉、「伝統ある銚子クラブとは、

原理原則に忠実にオーソドックスなクラブ運営

を行っているクラブであり、そのような銚子クラ

ブを誇りに思っている」をかみしめていこうと思

います。 

ご冥福をお祈りします。 （㈱東部電気 社長） 

 

 

退会防止ホームラン第 1 号    
 

宮内清次会員 （広報・会報委員長） 

 暮の１２月直前会長で理事の

宮内榮会員から、健康上と諸般の

事情で退会願いが事務局に出さ

れていた。当然、私は推薦者であ

るから慰留に努めた。私は以前彼

から持病である心臓病の事を聞

かされていた。有名な話がある。

商売柄お客を連れて沖縄旅行の最中持病の発作

のサインをいち早く察知、自分で救急車を呼び一

命を取り留めた。病院からは、もう 10 分遅れた

ら命がなかったと言われたそうです。信太秀紀会

長、田中英子幹事を伴ってこんな他愛もない話を

しながら残留を懇願した。この時点では五分五分

である。 

信太会長と田中幹事には秘策があった。 

12 月 17 日の Christmas 家族親睦会の冒頭信太会

長は宮内榮会員からの退会届の詳細を丁寧に説

明して会員みんなの協力を呼びかけた。反響は大

きかった。会長、幹事の「会員みんなの協力で入

会したのだから退会慰留も皆の協力を求めよう」

との思わくは見事に実を結んだ。これまで退会届

の有りなしは、理事会報告の中でＯＯさんから出

されていた退会届を承認しました、多くの会員は

これで退会を知ることになるのだが退会の二字

はいつ聞いても気分のいいものではない。退会の

事由には様々あり一画には言えないが退会防止

には会員皆の協力が欠かせない。1 月中旬退院し

た。暖かくなったら出席する約束を頂いた。 

（有）宮一畜産 会長 

 

【出席報告】 

会員総数４４名 出席計算４２名 

 出 席：３３名 欠席９名 出席率 78.57% 

 欠 席：灰谷君・伊東君・鴨志田君・越川君 

   宮内榮君・宮﨑君・佐藤君・島田君 

遠山君 

 

【Ｍ Ｕ】  

1/18：ｱｸﾀｰｽﾞﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 丸山君・島田君 

1/18：青少年交換ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ   高瀬君 

1/20：銚子東 RC 大岩君 

 

【ニコニコ】 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 9,000  計 ￥341,000 

スモールコイン ￥ 3,400 計 ￥ 42,380 

米山 BOX ￥  － 計 ￥ 38,383  

希望の風 ￥  － 計 ￥215,271 
会 員 投 稿 欄 

次週のプログラム（２月４日）  

 

「RYLA に参加して」 

    高瀬 幸雄会員 

    交換留学生  

Andrew Scott DAVEY 君 

 

お弁当：膳（幕の内） 


