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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 
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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 
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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 

 

「会長・幹事退任挨拶」 

    

信 太 秀 紀 会長 

田 中 英 子 幹事 

 

 

前回例会報告（６月１７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 

 

 

営業のスーパーテクニック その３   

「皇室御用達理論」 

 みなさん、こんにちは。現代はものがあふれ

ている時代と言われて久しいですが、お客様へ

の手土産やプレゼントにしても、何をあげよう

か迷ってしまいます。しかし、今からお伝えす

るこのテクニックを使えば、心配ご無用です。 

私が、ある取引先へ、お昼過ぎに訪ねたときの

話です。取引先といってもパートの女性が７～

８人いる休憩所ですが、「こんにちは、信太で

す。今日は東京へ行ってきたのでおみやげを買

ってきました。あんパンです！」その応えは冷

ややかなものでした。「今、お昼ご飯食べたば

っかりなのに、あんパンなんて・・・。」そこ

で僕は「これは 木村屋のあんパンといって、

皇室御用達なのですよ。」と、申し上げるやい

なや、いきなり３個もたいらげたご婦人がいら

っしゃいました。人は圧倒的なブランド力の前

では自分の好みなんて吹っ飛んでしまいます。

プレゼントする理由が「那須へ旅行して試食し

たらおいしいお菓子だった。」ではあまりにも

説得力がありません。皇室御用達の商品は、イ

ンターネットで検索しますとたくさんヒット

します。どれも高価なものではありませんので、

利用してみてください。ちなみに「前原光栄の

傘」は１８，０００円ですが、私のお客様に贈

呈したところ「天皇陛下と同じ傘をいただける

なんて・・・。」と絶句し感激していらっしゃ

いました。皆さんもこの「皇室御用達理論」を

使って、ライバルに差を付けてみてはいかがで

しょうか。 
  （新生運輸（株）代表取締役） 

 
 

【週報拝受】鹿島臨海ＲＣ 

1. 2015年7月のクラブ請求書／会員情報の変更

はお早めに      …国際ロータリー 

幹 事 報 告 

会 長 挨 拶 
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2. My ROTARYからの入退会報告、注意点 

3. 会員増強・退会防止委員会報告拝受 

…ガバナー事務所 

4. クラブ研修リーダーセミナー開催のご案内 

5. 浦安ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ事務局情報変更のお知らせ 

…ガバナーエレクト事務所 

6. ハイライトよねやま １８３ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

7. 第 26回納涼盆踊り大会のご案内 

…特別養護老人ホームさざんか園 

8. 「千葉県薬物の濫用の防止に関する条例」 

全面施行に係る啓発資材について             

…千葉県海総健康福祉センター 

 

 

 

誕生日記念日：  

堀米 秀和会員（6 月 8 日） 

お祝い有難うございます。 

八十三歳になりました。 

健康管理に商業高校の周りを 

一時間くらいかけてジョキング

しています。 

結婚記念日：阿天坊俊明会員（6 月 4 日） 

入会記念日：金島 弘会員（6 月 4 日） 

    ：宮内秀章会員（6 月 4 日） 

    ：遠山靖士会員（6 月 4 日） 

     ：宮内龍雄会員（6 月 7 日） 

     ：髙木浩一会員（6 月 17 日） 

 

 
 

☆大ニコニコ 堀米秀和会員 

お祝い有難うございます。 

長男はインドネシアにいて孫

は３か国語を話します。日本

語は少し下手なようです。 

 

☆大ニコニコ 松本恭一会員 

本年度ニコニコまだ 0 円でし

たので、何もありませんが大

ニコニコ出させていただきま

す。 

本日の退任挨拶よろしくお願

いします。 

 

☆青野秀樹会員 

6 月 10 日銚子市防火安全協会

会長に就任しました。6 月 13

日～14 日、12 年ぶりに社内旅

行を行い、金沢へ行ってきまし

た。 

☆宮﨑裕光会員 

次女に第一子が誕生しました。私

達夫婦にとっての初孫です。自分

のこと「おじいちゃん」と呼ばれ

るのも抵抗があって呼ばせ方に 

迷っているところです。    

 

☆宮内龍雄クラブ奉仕委員長 

一年間ご協力、ご指導、誠にあり

がとうございました。 

 

 

☆宮内秀章職業奉仕委員長 

一年間ご協力ありがとうございま

した。 

 

 

☆髙木浩一国際奉仕委員長 

国際奉仕委員長を受け早いもので

一年が過ぎようとしています。会

員の皆様のご理解とご協力により

フィリピンダバオ盲学校支援中心

に充実した活動が出来ました。ありがとうござい

ました。 

☆佐藤直子青少年奉仕委員長 

五大奉仕の一つ青少年奉仕は、人

相手という性質上、本当に多くの

方々に関わりを持って頂いて無

事プログラムをこなすことが出

来ました。皆様、本当に有難うご 

ざいました。 

 

米山功労者表彰 

← 第一回目の米

山功労者記章を受

ける田中英子会員

（幹事） 

 ↑ 

交換留学生 Andrew Scott DAVEY 君に 

月例助成金を交付 

＝ 五 大 奉 仕 委 員 長退 任 挨 拶 ＝ 
クラブ奉仕委員会  宮内 龍雄 委員長  

入会以来１０年間、親睦委員長をはじめ幹事、

青少年奉仕委員会、米山奨学生のカウンセラーな

ど様々な役職を経験させて頂きました。これらの

ニコニコ BOX 

表 彰 

会 員 の 記 念 日 
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職務は、クラブ運営に直結し、具体的に企画、行

動をし、実行して

きました。その中

でロータリーの精

神や行動規範を学

び、会員の皆様に

ご協力、助言を頂

きながら、未経験

の役目を何とか全

うしてまいりました。本年度において、クラブ奉

仕委員長を拝命しました。本委員会はまさに、ク

ラブ運営の要の重要な委員会であります。委員長

の職務は、各小委員会の企画やプログラム、活動

に対して助言や理事会での承認と報告でありま

す。過去のロータリーの活動の中では一番楽な職

務でした。しかし考えて見ますと、副会長、次年

度会長という役職は、すべての委員会の活動が円

滑に進むように、助言をし、バックアップして行

かなければなりません。私の今までの僅かな経験

の中で、少しはお役に立てたような気がします。 

また、本年は次年度に向け、地区の様々なセミ

ナーや勉強会に積極的に参加させて頂き、ロータ

リーについて色々な角度から勉強してまいりま

した。これは来年度一年間、会長職の重責を担う

為のものと考えていますが、まだまだ勉強不足の

感があり、不安でいっぱいです。いずれにしても

ロータリーの運営や活動は、一人の力ではなく、

会員全員で協力して行うもの考えます。次年度、

ご指導、ご協力を宜しくお願い申し上げます。最

後に各小委員会の皆様には、素晴らしい企画や活

動をして頂いたことに心より感謝を申し上げて、

クラブ委員長退任の挨拶とさせて頂きます。 

（稲荷鐡鋼工所（株）代表取締役社長） 

職業奉仕委員会  宮内 秀章 委員長 

職 業 奉 仕

（VOCATIONAL 

SERVICE）、このサー

ビスとは日本でよく言 

う無償のサービスでは

なく、利己と利他の調

和で利益と奉仕を共存

させることだと思いま

す。職業を通して商品

や技術、知識を貨幣と交換し、常に感謝の気持ち

を忘れないこと。そして、より高度な職業奉仕を

追求していくには、より商品価値の向上、知識の

向上、技術の向上、そして感謝する気持ちの向上

と自己修練が不可欠ではないでしょうか。 

今年は、分かりやすいやさしい職業奉仕を目指し

て委員会活動を行って参りました。職業奉仕月間

を初め、５分間スピーチでは「私の職業奉仕の実

践」と題してスピーチを頂きました。会員皆さん

の職業を通じて奉仕する考え方、また日頃のご苦

労や努力を聞き大変勉強になりました。 

１年間、ご協力ありがとうございました。 

       （沿海石油商会 代表） 

国際奉仕委員会   髙木 浩一 委員長 

当初の活動方針・活動計画に基づき活動をして

まいりました。特

にフィリピン・ミ

ンダナオ島・ダバ

オの盲学校支援は、

昨年支援をした楽

器を使い、チャリ

ティコンサートを

信太会長はじめ、

宮内龍雄会員、高

橋宏資会員、金島弘会員、宮内秀章会員、植田正

義会員、石毛充会員、佐藤直子会員、田中英子会

員、櫻井公恵会員、そして、髙木の１１名で出向

き、サウスダバオ RC の協力の下、無事に開催す

ることができました。また、サウスダバオ RC の

支援する、ストリートチルドレンへの炊き出しと、

歯ブラシの配布と高橋会員による、ブラッシング

の指導を並行して行うことができました。 

海外クラブとの交流については、サウスダバオ

RCの例会に合わせて、８月の現地調査の際に例会

にお邪魔させて頂き、９月のコンサートでは、互

いに協力し親睦を図り、友好を深めることができ

ました。 

そして、月間の卓話については、地区国際奉仕

委員長の嘉規委員長に来銚を賜り、FVP（未来の

夢計画）地区補助金・グローバル補助金について

勉強をさせて頂きました。 

また、小委員会の活動に於いて、R 財団委員会

の高橋委員長には、ダバオ盲学校支援の中心とし

て、その存在感を発揮して頂きましたし、財団の

寄付についても、新 PHF１名、MPHF４名と、大変

お世話になりました。 

米山記念奨学会委員会の坂本委員長には、米山

功労者５名と、１人平均１５,０００円以上の寄

付を達成して頂きました。お疲れ様でした。 

最後に、クラブ会員の皆様のご協力で、ダバオ

の盲学校支援を中心に充実した活動ができた一

年でした。ありがとうございました。 

（髙木整骨院 院長） 

社会奉仕委員会   松本 恭一 委員長  

本年度１年間

を振り返りまし

て、退任のご挨

拶をさせていた

だきます。 

どちらかという

と地味な印象の
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社会奉仕委員会ではありますが、ふたつ印象に残

る出来事がございました。 

 ひとつは、希望の風奨学金です。前年度よりも

２６％多い４０５千円のご寄付を皆様からいた

だくことができました。故織田パストガバナーが

中心となり始まった事業ですが、会員の皆様の意

識が減ることなくこの結果となりました。この場

をお借りして感謝申し上げます。震災孤児を支援

するという目的以外にも、我々はあの大災害を決

して忘れないという想いを込め、毎月募金箱を回

す意義はあると思います。 

 また、５月１３日の春の交通安全街頭指導では

１８名もの多くの参加をいただきました。いつも

の約３倍、大橋交差点が通行者の邪魔になるほど

でした。いざという時の皆さんの力の結集、クラ

ブの一体感を感じることができました。ありがと

うございました。 

 １年間目新しい事業はなく、継続事業中心に行

いました。ここは一つ反省点ではあります。しか

し皆様方はすでに個人個人で奉仕団体に所属し

ておられる、ボランティアをされている方も多い

と存じます。教育分野（PTA など）社会分野（民

生員、保護司、町内会など）等々。ロータリーの

奉仕の精神でそれぞれの分野でご活躍される、又

新たに参加することで、ロータリーの社会奉仕に

なるのではと思っております。 

 最後に一年間貴重な経験をさせていただいた

ことに感謝し、退任の挨拶とさせていただきます。 

（銚子倉庫（株）代表取締役） 

青少年奉仕委員会  佐藤 直子 委員長 

今年度、活動報

告でご報告した

通り、青少年奉仕

委員会は、例年通

りのプログラム

に加え、青少年交

換留学生という

大きなプログラ

ムを実施するな

ど、実に盛り沢山

で、大変充実した

一年となりました。ただ、委員長の役割として大

変だったという印象は申し訳ないほど全く無く、

それは何より、青少年委員会では高瀬委員長、Ｒ

ＡＣ委員会では丸山委員長に、本当に「おんぶに

抱っこ状態」で、お二人のその責任感と実行力を

伴うご尽力により、これら大きなプログラムを無

事熟せてきたことに、まず、心より感謝申し上げ

ます。 

特に、この青少年奉仕は、「人相手」という性

質上、その裏には予期せぬ色んな事象に対応して

いかなければならないことが沢山あります。そし

て、その都度抽出された問題や課題に対して、解

決の糸口を一つ一つ模索し、試行錯誤の連続と実

現可能としていくための努力の積み重ねの結果、

やっと完成形となっていきます。こうして、ロー

タリー活動の実質的なプログラムは、本当に多く

の方々のご協力・ご理解があってこそ、一つのこ

とを成し得ることを学ばせて頂きました。 

新年度を前にしたこの６月（今年は６月６日）

は、２４節気の「芒種」という時季に当たります。

「芒種」とは、稲や麦などの芒（のぎ）のある穀

物の種を蒔く季節のことをいうそうです。この青

少年奉仕は、まさに次世代のための種蒔きそのも

のです。やがて収穫のその時が来ることを大いに

期待して、これからも種蒔きをしていくことが、

前を歩く者の使命ではないかと信じています。 

ここに改めて、関わって下さった全ての方々に感

謝申し上げます。ありがとうございました。 

（さざんか園デイサービスセンター施設長） 

【出席報告】 

会員総数４４名 出席計算４２名  

出 席：２９名 欠席１３名 出席率69.05% 

欠 席：灰谷君・伊東君・栢尾君・越川君 

    宮内榮君・岡根君・大里君・坂本君

櫻井(公)君・杉山君・富永君 

植田君・内田君 

【Ｍ Ｕ】  

 6/6 ：函館 RC 上総君・丸山君・坂本君 

猿田君・信太君・杉山君・高橋君・田中君 

6/13：RAC 最終例会 田中君 

6/14：青少年交換証書授与式 高瀬君 

6/16：銚子東 RC 宮内(龍)君・佐藤君・信太君

島田君・杉山君・田中君 

6/19：旭 RC    杉山君 

【ニコニコ】 

 

ニコニコ BOX ￥56,000 計 ￥ 584,000 

スモールコイン ￥  2,900 計 ￥  66,451 

米山 BOX ￥  ― 計 ￥  60,033  

希望の風 ￥  ― 計 ￥ 404,671 

次週のプログラム（７月１日）  

 

15-16 年度 第一例会 

「会長・幹事就任挨拶」 

    

 宮内 龍雄会長 

佐藤 直子幹事 

 

お弁当：辰巳家（にぎり） 


