
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２８５３号（２０１５年５月２７日発行） 
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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 

 

「親睦旅行に参加して」 

灰谷充史親睦活動委員長 

 猿田 正城会員 

 田中 英子幹事 

  

前回例会報告（５月２０日） 

点   鐘：信太 秀紀会長 

ロータリーソング：「我等の生業」 

ビジター紹介： 

コイズミ照明㈱東日本営業本部 

首都圏営業部 千葉営業所  

中谷 圭佑様（卓話者） 

 

 

みなさんこんにちは！現在、大河ドラマで放映

中ですが、吉田松陰は２度目のペリー来航時に

乗船しようとして失敗し、下田から江戸に護送

される途中、高輪の泉岳寺前でこんな歌を詠み

ます。「かくすれば かくなるものと知りなが

ら やむにやまれぬ大和魂」（こうすればこう

なるものとわかっていたが、やらねばならぬ時

がある。このやむにやまれぬ思いを大和魂とい

うのだ。）自らを赤穂浪士に重ね合わせて詠ん

だこの歌は大変有名です。吉田松陰は講義の天

才でした。野山獄では囚人たちを先生にして勉

強サークルが立ちあがりますが、いよいよ、松

陰が講義する番になります。実は吉田松陰は地

元、明倫館が生んだ天才なのです。孔子や孟子

の感動的な講義は囚人たちばかりでなく看守

までもが、涙を浮かべ正座をして聞いたほどで

す。また彼は人を育てる天才でした。野山獄で

誰からも嫌われていた富永幽隣は、吉田松陰の

右腕として松下村塾で講義をするようになり

ます。あるとき文学者国木田独歩が萩市を訪ね、

富永幽隣と出会いますが、あまりの人格の素晴

らしさに感動して「富岡先生」という小説を発

表したほどです。とんでもない厄介者が松陰と

の出会いから小説のモデルにまでなるような

教師に成長したというわけです。松陰が松下村

塾に携わったのは、たったの２年１０か月でし

た。しかし、その中から、内閣総理大臣２名、

国務大臣７名、大学創立者２名を排出したので

すから驚きです。ドラマでは、いよいよ坂本龍

馬が登場しました。彼は、今でいうフリーター

でした。ところが犬猿の仲の薩摩と長州を組ま

せ（薩長連合）、徳川幕府自らが政権を朝廷に

返上することで武力衝突を回避するという（大

政奉還）超ウルトラ Cを成し遂げました。坂本

会 長 挨 拶 
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龍馬は吉田松陰とは一度しか会っていません

が、有名なエピソードが残っています。松陰の

死後、龍馬が松陰門下生の高杉晋作と酒を酌み

交わしているとき、こんな歌を詠みあげます。

「かくすればかくなるものと我も知る なお

止むべきか大和魂」龍馬の松陰先生を敬愛する

想いに、高杉晋作は感動の涙にうち震えまし

た。。はたしてこの名場面がドラマで観られる

のでしょうか。今後の展開を楽しみに致しまし

ょう。 

 
 

 

1. ネパール大震災災害義援金ご協力のお願い 

2. フェアウエルパーティ主旨変更のご案内 

…ガバナー事務所 

3. 次年度 9月「ロータリーの友月間」の新設

について 

4. 次年度書式ダウンロ

ード立上げのお知ら

せ 

…ガバナーエレクト事務所 

5. ハイライトよねやま１８２  

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

 

 

 

 
 

☆創業記念日：加瀬貞治会員（5 月 20 日） 

 

 

 

 

 

 

☆大ニコニコ 島田洋二郎会員 

 昨年の夏、すでに入籍

を済ませていた長女です

が、当人同士で準備を進

めていた結婚式ならびに

披露宴が今週行われるこ

とになりました。 

17 日・日曜に、会場とな

る代官山のレストランで、

新郎・新婦、先方のご両

親と当日の料理の試食を行なってきました。 

夜遅くまで話をしていたのでお腹が減ってし

まい、ホテルへ帰る途中、ラーメンを食べてし

まいました。 

 

☆大ニコニコ 小林昭弘会員 

 

先日、長女が結婚しました。

あまりのショックでコメ

ントできません。 

 

 

 

 

 

☆金子芳則会員 

 

先週（日）下の娘が里帰り出

産で男の子を無事出産しま

した。これで孫 3 人となりま

した。 

家ではしっかりおじいちゃ

んの顔になってます。 

 

 

 

 

あかりもリフォーム 

 

コイズミ照明㈱東日本営業本部  

首都圏営業部 千葉営業所 中谷 圭佑様 

 
1. LEDはランプ交換が不要！ 

LEDは白熱灯や蛍光灯と違い、寿命は 40000

時間、つまり 10年間という高寿命の光源で

す。寿命が長いので、ランプ交換の手間が

発生しません。この寿命 40000時間という

のも、40000時間で点灯しなくなるというわ

けではございません。明るさが初期と比べ

て 70%に落ちる程度のものです。メンテナン

ス不要のため、吹き抜けや階段など、手の

届きにくい場所に最適です。 

卓  話 

会 員 の 記 念 日 

 

ニコニコ BOX 

幹 事 報 告 
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２．LEDは省エネ！ 

  LEDの最大の魅力は「省エネ」であること

です。LEDは白熱灯に比べて消費電力が 

  約 85%おさえることができます。電気代に

すると年間およそ約 1,764円お得です。 

（クリプトン球 60W形(47W)と比較。 

試算条件：年間点灯時間 2,000時間・電力

料金目安単価 22円/kwh) 

 

３．LEDはコンパクト！ 

  LEDの照明器具には器具一体型の製品がご

ざいます。白熱灯・蛍光灯のような電球が 

  ないため、コンパクトな器具デザインが可

能となっております。 

  LEDのおかげで照明器具は多種多様なデザ

インが生まれております。 

４．LEDは虫が寄り付きにくい！ 

  虫は紫外線を含む光を好みます。LEDは紫

外線領域の光を含まないので虫が寄り付

きにくく、快適に過ごすことが出来ます。

（虫が全く寄り付かない、というわけでは

ございません。） 

５．LEDは調色ができる！ 

  白熱灯は電球色のみ、蛍光灯の場合は光の

色を変えるには電球交換が必要でした。 

  部屋の雰囲気を変更したいときにも電球

交換の手間がつきものです。 

LEDはリモコンひとつで簡単に調色するこ

とができます。 

その日の気分や時間帯によってお手軽に

空間の雰囲気を変えることが出来ます。 

６. LEDは瞬時に 100%点灯！ 

  LED は半導体です。寒い周囲環境でも、蛍

光灯のように明るくなるまで時間がかか

るということはありません。 

  すぐに作業を開始したい場所でもストレ

スを感じず瞬時に 100%点灯を可能にしま

す｡ 

７．LEDは熱を含まない！ 

  LEDは低発熱・熱を含まない光が特徴です。

（正確には熱を後ろに逃がしています） 

  熱を含まない為、熱によって影響を受けや

すい展示物や植栽演出に最適です。 

８．LEDの 7つのメリット 

  1.長寿命 2.省エネ 3.コンパクト 4.

虫が寄り付きにくい 5.調光可能 6.瞬

間点灯 

  7.低発熱・熱を含まない 

  LEDには以上の７つのメリットがございま

す。 

環境にもやさしい LED を是非ご利用ください。 

 

 
ＲＡＣ委員会報告 丸山泰典委員長 

 

6/12(金)のＲＡＣ例会は中止となり

ます。変わりに 6/13（土）18 時～

「魚八」で最終例会を行います。 

新入会員が 1 名入会いたしました。 

柏原薫さんです。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

私の職業奉仕について 

 

遠山 靖士会員（親睦活動委員会 委員） 

 
私の職業奉仕についてのお話は、

私が携わる生命保険についてお

話からしたいと思います。 

まず、生命保険については、14

世紀にイタリアの運搬の海上保

険から始まりました。 

歴史は古く、生命保険は、亡く

なった人や損害に対し、みんなで支払った保険料

で困っている人を助ける目的で互いに助け合う

互助会の形式で始まっています。そして、18 世紀

のイギリスで統計による死亡率に基づいた現在

に近い形の生命保険が制度化され、今の保険のル

ーツとなりました。また、日本でも 1868 年に福

沢諭吉がはじめて生命保険を紹介し、1881 年に

現在の明治生命（現在の明治安田生命）が開業さ

れました。ちなみに当社、朝日生命は 1888 年創

業で、日本で 2 番目に古い、生命保険会社です（お

かげさまで今年の３月で127周年を迎えました）。 

ちなみに、生命保険と損害保険の違いはなんだと

思いますか？ 

委員会報告 

私の職業奉仕の実践５分間スピーチ 
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生命保険は、人にかける保険であり、損害保険は

物にかける保険となります。保険は困った人をた

くさんの人で助け合う精神から成り立っていま

す。そのため、歴史の古い生命保険会社の多くは、

相互会社という特殊な法人形態をとっています。

相互会社とは、保険業を営む「社団法人」であり、

契約者、お客さまは社員と考える特殊な法人です。

相互扶助の精神から成り立ち、そのため、公共性

が高く非営利団体という位置づけです。 

私は、生命保険業のそもそもの始まりである相互

扶助の精神を忘れず、国の制度で，賄いきれない

困った人たちを助ける制度であるという意識を

持って行動していきたいと思っています。先ほど

申し上げたとおり、おかげさまで当社は１２７周

年を迎えることができました。それもひとえに数

多くのお客さまのあたたかいご後援によるもの

であると思います。感謝の気持ちを忘れず、今後

も相互扶助の精神に基づき、社会の役に立てるよ

うがんばっていきたいと思いまので、これからも

皆さまどうぞよろしくお願いいたします。 

朝日生命保険相互会社 所長 

 

 

 

 

 「おとこざかりは…………」 

平櫛
ひらぐし

田中
でんちゅう

の言葉           

桜井広和 会員（ パスト会長） 

  
 書斎に一枚の色紙が掛

っている。家内が 5 年前、

福山で開催された、全日本

ロータリークラブ親睦合

唱祭に出場した折、井原市

田中美術館で求めたもの

だ。有名な彫刻家、平櫛田

中の書である。丁度その折、

私はヒザの手術で2カ月程、

入院し退院した頃であった。 

落ち込んでいる私を励ますつもりで、それを買い

求めたのか？ 眞中に「不老」左右に六十、七十

は洟垂
はなた

れ小僧、おとこざかりは百から百からと書

かれている。 

平櫛田中(1872 年～1979 年)は、近代日本彫刻を

代表する一人で岡山県福山に生まれ現在の広島

県福山市の平櫛家の養子に、25 才で上京高名な高

村光雲の門下生になる。1962 年文化勲章、1965

年東京芸大名誉教授、晩年 9 年間を過した東京都

小平市の旧宅に平櫛田中彫刻美術館がある。 

田中が終生大切にした言葉は「守抽
しゅせつ

求
きゅう

眞
しん

」これ

は師の岡倉

天心に言わ

れた「売れ

ないものを

お作りなさ

い」と云う

言葉にも通

じている。 

「おとこざ

かり………」を書くようになったのは 90 代後半

からだと云われている。この言葉に元気づけられ

る洟垂れ達も多いだろう。洟垂れ前の者でも活を

入れられる。我が身を鼓舞する以上に人を励まそ

うとする優しさが込められている、そして 107 才

で死去する迄創作活動を続けた。 

100 才を超える人は今日 6 万に近い、私も洟垂れ

小僧はなんとか卒業したが、これから何が出来る

だろうかと考えてしまう。今はハナタレ 娘
むすめ

の介

護で精一杯と云うところか？ 

桜井商事㈱ 会長 

 

【出席報告】 

会員総数４４名 出席計算４３名 

 出 席：３１名 欠席１２名 出席率 72.09% 

 欠 席：灰谷君・伊東君・栢尾君・松本君 

越川君・宮内榮君・大岩君・大里君 

杉山君・高瀬君・遠山君・富永君 

 

【Ｍ Ｕ】  

5/17：RAC 合同会議 丸山君 

5/19：RLIⅢ   宮内(龍)君・佐藤君   

5/19：銚子東 RC 高瀬君 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 24,000 計 ￥516,000 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 60,441 

米山 BOX ￥  2,600 計 ￥ 57,033  

希望の風 ￥ ― 計 ￥377,471 

会 員 投 稿 欄 

 

次週のプログラム（６月３日）  

 

「銚子商業高校のあゆみ」 

    大八木 鷹次様 

 

お弁当：辰巳屋（にぎり） 


