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    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 

 

「好適環境水とは？」 

 

千葉科学大学環境危機管理学部 

環境危機管理学科  

准教授 小濱 剛様 

 

 

 

前回例会報告（４月２２日） 

 

点  鐘：信太 秀紀会長 

ロータリーソング：「四つのテスト」 

ビジター紹介：平野恭男様（銚子東 RC） 

 

 

 

 

 みなさん、こんにちは！娘が労働金庫銚子支店

に勤務して１週間になります。振り返ってみます

と高校生のころはよく親子喧嘩しました。といっ

ても今日は想い出話をしたいのではなく、会話の

技術について、お話ししたいと思います。 

ある日、娘は門限の２１時をはるかに過ぎて、２

３時に帰ってきました。父親としては怒り心頭で

す。「携帯もつながらないし、何をやってる、い

い加減にしろ、今何時だと思ってんだ！門限が守

れないのか！こんな事じゃ受験なんてうまくい

くわけないだろ！」こういう言い方は、「YOU（ユ

ー）メッセージ」といいます。つまり「あなた

は......だ。」と相手を決めつけますから、当然

反論しか出ません。「文化祭の準備だから仕方な

いじゃないの、お父さん最低！！」となるわけで

す。これらを「I（アイ）メッセージ」に変えて

みるとどうなるでしょう。まず「お帰り、今、11

時過ぎてるぞ。」と事実を言います。これは事実

ですので反論はできません。そして自分の感想を

いいます。「お父さんはすごく心配したよ。」そし

て、次によい結果をもたらす提案をします「遅く

なる時は電話してくれないか？」それから、予想

できるよい結果「そうすればお父さんは安心して

いられるから。」と話していくわけです。これら

は全て「私は.....だ。」と自分の思うことですの

で、意見の対立はありません。「YOU メッセージ」

を「I メッセージ」に変える方法は親子関係だけ

でなく、夫婦関係でも、仕事においても効果抜群

ですので、是非試してみてください。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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【週報拝受】小見川ＲＣ、鹿島臨海ＲＣ 

１．RLI パートⅢ開催のご案内 

２．成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝ RC事務局電話番 

号変更の連絡 

３．船橋南 RC例会場変更のご案

内 

４．浦安 RC ﾁｬﾘﾃｨｳｫｰｸのご案内  

…ガバナー事務所 

５．2014-15 年度青少年交換証書授与式＆歓送会

開催のご案内   …地区青少年交換委員会 

６．第６回千葉科学大学留学生交流会について 

         …銚子東ロータリークラブ 

【例会変更】  

八日市場ＲＣ 

4月 28日(火)夜間移動例会ロータリーデー 

記念講演打ち上げ 点鐘 18時半 あづみの 

5月  5日(火)定款第 5条第 1節による休会 

5月 26日(火)夜間移動例会家族集会 

点鐘 18時半 柿岡屋 

銚子東ＲＣ  

5月 5日(火)定款第 6条第 1節により休会   

5月 26日(火)夜間移動例会 創立記念例会の為  

点鐘 18時半 ニュー大新 

 

 

☆ 誕生日記念日  

鴨志田明人会員(4 月 20 日) 

56 歳になりました。 

 

☆結婚記念日：金子芳則会員(4 月 21 日) 

☆創業記念日：高橋宏資会員(4 月 17 日) 

 

 

 

☆大ニコニコ 伊東 功様 

前週は、私の勝手な

一身上の都合で銚子

ロータリークラブの

皆さんと金島プログ

ラム委員長に御迷惑

をかけ誠に申し訳あ

りませんでした。せっ

かくの卓話の時間を

頂き、また皆さんと会

えるのを楽しみにしておりましたのに残念で

なりません。やはり年を取ると３ケ月先の予定

すらままならず、情けない限りです。 

追って、銚子ＲＣの益々のご発展と皆様のご健

勝を陰ながら祈りつつ、謝罪といたします。 

☆阿天坊 俊明会員 

銚子商野球部は4月25日(土)より

春季大会に出場することになり

ましたので応援よろしくお願い

します。 

 

☆宮内 龍雄会員 

先日よりヌカミソ漬始めました。

キュウリ、ミョウガ、カブ、ニン

ジン等、ビールが止まりません。

（手がスベスベになります。） 

 

☆高瀬 幸雄会員 

ニュージーランドの孫３名、４年

ぶりに日本に帰ってきました。５

月２０日迄の短い期間ですが、ジ

ジ馬鹿で奉仕です。 

 

☆内田 修心会員 

お礼が遅くなって申し訳ありま

せん。千葉科学大学入学式・卒業

式に銚子ロータリーより過分な

るご芳志をいただき、又、ご参加

いただき有難うございました。入

学定員５４０名で入学者が５４５名、皆様方の

おかげにより去年以上に発展しております。 

 

 

 

標的射撃とオリンピック  

    櫻井 公恵会員（親睦活動委員） 

今から四半世紀前になりますが、私は大学時代

に大学の体育会射撃部に入部しました。 

高校生の時は弓道部でした。弓道は武道です。礼

に始まり礼に終わる。段級の審査もありますが、

当たり外れだけでなく、立ちの姿勢、終わるまで

の一連の流れの美しさも問われます。 

自分の芯が地球の中心にしっかり根付いている

感を養うにはとても良い武道を学びました。射撃

幹 事 報 告 

卓  話 

会 員 の 記 念 日 

 

ニコニコ BOX 
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はまた少し違います。同じ的に当てることを競う

スポーツとはいえ、

こちらは当たりか

外れかということ

でなく点数を競い

ます。的の中心、

センターが 10点。

最も外枠のふちが

１点。一射一射の

合計点で順位が決

まります。60発競技だったら 600点満点というこ

とです。射距離と標的の大きさは競技によって違

います。射距離 10 メートルの競技に使用する実

物大の的は、センターはわずか 0.5mm。外枠の 1

点までで直径 4.6cmになります。 

日本では銃刀法により、民間人の銃砲の所持が

厳しく制限されており、所持できるのは猟銃（ラ

イフル銃、散弾銃）空気銃（ライフル銃）空気け

ん銃（法的には空気銃には含まれない）けん銃（標

的射撃目的に限る）です。所持の目的は、標的射

撃、狩猟、有害鳥獣駆除を目的とする所持許可申

請に対してのみ許可されます。ちなみにプラスチ

ックの BB 弾を使うエアガンは玩具ですのでこれ

に含まれません。 

猟銃や空気銃の所持許可申請に対し、治安上の

問題から公安委員会は一定の要件を満たすもの

に対してのみ許可を与えます。銃砲を悪用するお

それのあるもの（暴力団関係者、凶悪犯罪等の処

分歴があるものなど）や管理能力に問題のあるも

の（アルコールや薬物依存者者、住所不定者など）

は所持が許可されません。また装薬銃の所持には、

都道府県公安委員会の指定射撃場での教習射撃

が必要です。 

銃は弾倉内に装填できる実包（弾薬）について、

ライフル銃・空気銃は 5発以下、散弾銃は 2発以

下の構造でなければなりません。また年齢による

制限もあります。猟銃は 20 歳から、空気銃は 18

歳から所持可能ですが、標的射撃目的に限り日本

体育協会の推薦により猟銃は 18 歳から、空気銃

は 14 歳から所持可能となっています。ビームラ

イフル銃を使った競技もありますが、こちらは年

齢の制限はありません。東京で開催される２０２

０年夏季五輪・パラリンピックに向け、射撃競技

のうち実弾を使わないエアライフルとエアピス

トルの年齢制限が変わる改正銃刀法が昨年 11 月

に可決・成立しました。選手や練習場所を限定す

るなど安全性に配慮し、競技用空気銃の使用を特

例で認める年齢の下限を 14歳から 10歳に引き下

げるものです。競技を始める年齢を他国並みにし、

若手育成を強化してメダル獲得を目指す狙いが

あります。みなさんのお子さんやお孫さんにもチ

ャンスありです。今日の話を聞いて、その道へ進

むという子たちが出られたら東京オリンピック

も 100倍楽しめるというものです。 

射撃は 1896 年に開かれた第 1 回アテネ・オリ

ンピックから正式種目として現在に至っていま

す。我が国ではオリンピック大会にはヘルシンキ

大会（1952 年）より参加しており、1984 年のロ

サンゼルスオリンピックでは当時 48 歳だった蒲

池猛夫さんが金メダリストとなっています。 

さて、日本で行われている射撃競技は現在 6種

目が行われていますが、ライフル射撃・ピストル

射撃・クレー射撃が中心となっています。その他

には、ランニングターゲット射撃、近代五種競技、

バイアスロン競技があります。 

使用する銃はですが、すべての銃で連射が可能

なものはありません。可視光線を発する光線銃の

ビームライフル、口径 4.5mmの空気銃であるエア

ライフル、22口径の小口径スモールボアライフル、

口径最大 8mm のビッグボアライフルがあります。 

ライフル銃競技の射撃姿勢は三つに分かれて

います。伏射 (ふくしゃ： Prone )、立射 (りっ

しゃ： Standing )、膝射 (しっしゃ： Kneeling )。

ビームライフル競技専用の、肘射(Table)という

射撃姿勢も存在します。 

標的射撃は競技

時間の長い、かつ

１発１発真剣勝負

という非常にメン

タルの鍛えられる

スポーツです。残

念ながら卒業して

就職後は射撃場に

行く時間も取れず、泣く泣く所持許可を返納しま

した。今回は思いがけずに射撃部時代を振り返る

機会をいただき、心臓の鼓動を拾う銃口の動き、

トリガーの感触、火薬の匂い、薬莢を外す音、自

分の中で様々な空気が蘇りました。多感な頃のト

レーニングは、今確かに自分の財産となっている

と誇りに思います。 

㈱櫻井謙二商店 代表取締役社長 

 

 

ロータリーの立法機関 規定審議会 

（ロータリーの友 はじめる一歩より） 

クラブ研修委員会 上総泰茂委員長 

 規定審議会はロータリーという複数の人が集

まる組織をスムーズに運営し

ていくための決まり（規定）を

審議する国際ロータリー（RI）

の会合です。 

３年に１回開催されます。（当

初は組織規程変更をするには

国際大会の決議委員会に立法

委員会報告 
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案を提出し国際大会で審議していましたが参加

者が増え審議困難になり規定審議会が創設され

ました。） 

各クラブにクラブ名の入った「○○ロータリー・

クラブ定款」ならびに「○○ロータリー・クラブ

細則」がありますが、この規定審議会で決まった

ことが、それらの基になっています。 

手続要覧によると「規定審議会は RI の立法機関

で、RIの組織規程を改正する権限を有するとあり

ます。ロータリーの規定は誰か偉い人たちが決め

ているわけではなく各クラブからも提出するこ

とができます。（地区大会の承認を経て） 

規定審議会の 2年前の年度に、クラブは規定審議

会で地区内のクラブを代表するロータリアンを

選びます。このロータリアンを代表議員と言い規

定審議会の投票権を有します。代表議員について

は地区大会で選挙されるか場合によっては郵便

投票によって決定されます。 

立法案は「制定案」と「決議案」の大きく 2つに

分けられます。制定案はＲＩ定款、細則、標準ロ

ータリー・クラブ定款を改定するものです。「決

議案」は組織規程を改定しない審議会決定のこと

を言います。提出された立法案は規定審議会が終

了後一定の確認を経て２か月以内に全クラブに

その決定が通知されます。反対の意思表示の書式

も同封され可能です。 

意義申し立てのための一定期間が過ぎ新しい国

際定款・細則、標準ロータリークラブ定款が決定

したら、今度は自分たちのクラブの規則を改定し

ます。 

前回２０１３年の「規定審議会立法案審議経過と

結果」では約５００名の代表議員が 200の立法案

に賛否を投票し多数決で採決されました。 

（東邦種類販売㈱ 代表取締役） 

 

 

新事業と新たな思い 

宮内秀章会員（理事・職業奉仕委員長） 

今回は平成２０年より新規

事業として始めました宅配水

事業についてご紹介させて頂

きます。 

水は暮らしの命の基本ともい

え、水の豊かな我が国におい

ても、より安全で美味しい水

を求める声が高まっておりま

す。そこでお湯もお水もすぐに出るサーバーや、

重い水のペットボトルを買って運ぶ煩わしさか

ら解放されるなど、一度体験していただけると快

適に納得しご満足頂けるということでこの事業

を始めました。今、水は買う時代と言われており

ます。当社でも家族の健康に関心の高い主婦層に

は特に人気を頂いております。 

 今までにおいて忘れることのできない出来事

は、やはり３．１１の震災であります。震災直後

は、ライフラインであります水が止まり困窮して

いた地域の避難場所に水を届け、沢山の方に喜ん

で頂きました。生活に欠かすことの出来ない商品

を通じて、これからも一層身近な存在として活躍

していこうと心新たにした出来事でした。 

今後は、防災への取組みや環境に配慮した、や

さしいライフスタイルを提供し、少しでもお客様

の新しいニーズに対応して、安心して生活できる

お手伝いをして参りたいと思います。    

（沿海石油商会 代表）  

「地区研修・協議会開かる」 

 
４月２９日（祭日）

千葉市にて地区研

修・協議会が開か

れました、参加の

皆さん本当に御苦

労さまでした。詳

しくは連休明けに

報告致します。（次年度幹事 佐藤直子） 

【出席報告】 

会員総数４４名 出席計算４３名 

 出 席：３２名 欠席１１名 出席率 74.42% 

 欠 席：灰谷君・伊東君・栢尾君・越川君 

松本君・丸山君・宮内榮君・杉山君 

島田君・髙木君・富永君 

【Ｍ Ｕ】  

4/18：RAC 年次大会 丸山君・島田君 

4/24：RAC 例会  丸山君 

4/28：銚子東 RC 杉山君 

4/29：地区研修・協議会（参加 1４名） 

宮内(龍)君・佐藤君・島田君・金島君 

上総君・櫻井(公)君・松本君・宮﨑君 

石毛君・宮内(秀)君・内田君・高橋君 

髙木君・丸山君 

【ニコニコ】 

ニコニコ BOX ￥23.000 計 ￥483,000 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 57,831 

米山 BOX ￥ 3,000 計 ￥ 54,433  

希望の風 ￥ ― 計 ￥350,371 

次週のプログラム（５月２０日）  

 

「あかりもリフォーム」 

コイズミ照明㈱  中谷 圭佑様 

 

お弁当：あぐり（幕の内） 

会 員 投 稿 欄 


