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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 宮 内 龍 雄 

副会長 島 田 洋二郎 

幹 事 佐 藤 直 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   

2015～2016年度 ＲＩテーマ 

世界へのプレゼントになろう  

Be a gift to the world 

2015〜2016 ＲＩ会長 K．R．ラビンドラン 

 

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 櫻木英一郎 (千葉ＲＣ)  
広報・会報委員会 委員長 上総 泰茂 

副委員長 高瀬 幸雄 委員阿天坊俊明・小田島國博 

 
 

、兒玉 英子  

今週のプログラム 

 

「一年間の日本留学を振り返り」 

 

交換留学生 Andrew Scott DAVEY 君 

高瀬 幸雄会員 

 

前回例会報告（７月１５日） 

点      鐘：宮内 龍雄会長 

ロータリーソング：それでこそロータリー 

ビジター紹介：なし 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。本日は物の価格につい

てお話したいと思います。物の値段と言っても、

キュウリとか魚の値段でなく、物作り、特に私

が関わっている工業製品についての話をします。

お客様よりの依頼により、まず見積もりをしま

す。 

私が作っている製品は、一つとして同じものは

無いといっても良いくらい多種多様な製品を作

っていますが、中には同じ製品も有ります。年

間に数台とか、月何個とか、数年前と同じ製品

なども有りますが、それでも全て、お客様に対

して見積書を提出します。それは何故かと申し

ますと、それは我々の製品が完全なオーダーメ

イドで有ることと、その時状況や社会情勢によ

り製品価格が変動するからです。原価計算は、

その時の材料費や運賃など諸経費が絶えず上下

している為に、その都度、見積書を作成します。

顧客は提示された見積を適正であるかを判断し、

適正と見なされれば、注文書が発行され、契約

となります。また、顧客の希望納期なども価格

に大きく反映されます。我々が製作納期 1.5 ケ

月と提示した物件でも、どうしても 1 ケ月で作

って欲しいとなると、残業や休日出勤で対応す

る為、30～50％アップの特急対応料金を付加し

ます。ただし、この様な物件は、他社でできな

い物とか、ほかに実績が無い競争力のある物件

に限定されます。ほとんど場合は顧客の希望納

期に従うしか有りません。ですから、私どもが

作っているものは、定価が無いといえます。極

端な例を挙げますと、ある製品を私の工場で作

ると 10万円で出来るとします。全く同じ製品を

日立製作所の工場で作りますと、数十倍の金額

になります。なぜなら、日立製作所は売上規模

が 10兆円近くあり、従業員 10万人になります。

会 長 挨 拶 
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ただし、日立で実際に製品を作っているのは

20％の人々しか、製作に携わっていません。 

2 万人の直接員が 8 万人の間接員の分を上乗せ

したものが、製品の価格になります。私どもの

会社は「90％の直接員が 10％の間接員を養って

いる」と言うことになります。今申し上げたこ

とを、私たちは工場割り単価と呼んでいます。

規模によって同じものでも価格が大きく違って

くるのです。ですから、為替が円高になれば、

工場割り単価の安い、中国やベトナムでの生産

になるのは当然ことだと思います。 

しかし、価格決定に一番大きく作用するものは、

「信用」です。私たちプロが見れば、製品の良

し悪し直ぐに分かります。どの様な工程で、ど

の様な機械で作られているか、また技術の程度

など一目瞭然であります。品物はうそを付きま

せん。 

顧客に対して、誠実で、適正な価格を付、きち

んと納期を守る。これこそが「信用」であると

思います。何時も見積書を書く前に「四つのテ

スト」を思い出します。 

 1.真実かどうか  

2.みんなに公平か  

3.好意と友情を深めるか  

4.みんなのためになるかどうか  

以上で会長挨拶を終わります。 
 

 

1. 茂原中央 RC、流山中央 RC ｸﾗﾌﾞ情報変更の 

お知らせ 

2. 2015-16年度会長賞について 

3. 地区研修・協議会報告書拝受 

4. 7/24 IT 広報公共イメージセミナー登録期限

のお知らせ 

…以上、ガバナー事務所 

5. 成田空港南ＲＣ創立５０周年記念式典並びに

祝賀会開催のご案内 

…成田空港南ＲＣ 

6. 2015年度上期普通寄付金のお願い 

7. ハイライトよねやま１８４ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

8. 社会を明るくする運動参加お礼状 

…社会を明るくする運動推進委員会 

9. ちば里山新聞第４４号 

…ＮＰＯ法人ちば里山センター 

【例会変更】 

八日市場ＲＣ 

7月 21日(火)→19日(日)9時～ 

社会奉仕委員会（飯高寺清掃）に振替 

  28日(火)→26日(日)I・Ｍに振替 

納涼会 太陽の里銚子 18時～ 

 

 

 

誕生日おめでとうございます。 

大里 忠弘会員(７月１３日） 

 

 

 

 

◆入会記念日 

富永 泰夏会員(７月 ９日) 

越川 信一会員(７月１１日） 

 

  

✧ 

✧青野秀樹会員 

今年度初めから休んでしまい、宮内会長の第一声

を聞き逃してしまいました。宮内会長・佐藤幹事

の活躍をご期待します。 

✧坂本尚史会員 

数回続けて欠席して申し訳ありませんでした。学

生募集で地方まわりをしていました。 

 

 

 
 

「出前教室に参加して」 

           小林 昭弘会員 

出前教室に銚子ロータリーの代表として、参加

してまいりました。その報告を兼ねまして、私が、

子供たちに、伝えたかった事、そしてその内容と、

終えて私なりの反省点をお話させて頂きます。ま

ずは、子供たちに、間違ったことや、あやふやな

ことを教えてはいけないと思い、メーカー、問屋

から、刃物、包丁の資料を送ってもらい、下準備

と確認のため勉強し直しました。 

包丁の種類、材質、形、製造工程や、産地、また

銃刀法の簡単な内容などなど、またインターネッ

トでも色々調べてみたり、常連のお客様にどんな

時に刃こぼれしやすいか、実際どんなメンテナス

をしているか、色々聞いてみました。すると最初

会員の記念日 

 

幹 事 報 告 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

卓  話 
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は、子供たちに伝えるための自分の知識の再確認

と簡単に考えていましたが、意外にも今まで私が

自信を持っていた知識が間違っていたり、新たな

事が解り自分自身大変勉強になりました。今まで

こんな浅はかな知識で商売をしていたのかと、痛

感させられました。 

私の出前教室の題名は、「私たちの生活から、切

っても切れない刃物」です。 

子供達にできるだけ、刃物の印象を良くしてもら

うため刃物のすばらしさ、刃物の必要性、朝起き

てから、眠るまで直接かかわらなくても、間接的

に誰もがお世話になり、日常生活から、絶対に切

り離せない､それが刃物だと言うことや、贈答品や

テープカットなどでも良く使われる事や、日本の

伝統的な打ち刃物、その技術を伝える刃物鍛冶の

減少や、刃物業界の危機、また普段包丁や、その

他の刃物の安全な取り扱いなど説明など伝えたい

事がいっぱい在りました。 

二中へ着き、講義の簡単な準備を終えて、子供達

を見てびっくりです。私の想像と違い、あどけな

く、とてもかわいらしい顔で、とても中学２年生

とは、思えませんでした。それともっと驚かせら

れたのは、生徒数の少なさです、２年生全員と聞

いていたのですが、28人ほどで、本当に驚かされ

ました。 

まず、包丁の語源から始まり、包丁の種類、鮮魚

店と板前さんで同じ刺身を切るのに、使う包丁の

形が違うなど、また製造工程の見本を見せ製造の

一枚の鋼材から、包丁の形になるまでの変化と順

番、製品としてお店に並ぶまで何人の違う職人さ

んがかかわるのか。そして包丁の、取扱いの説明

や、やってはいけない使用例、具体的にどんな物

を切ると刃こぼれ

をおこしやすいか、

また使い終わった

後のメンテナンス

や、錆の種類など。

このような流れで

話を続けたと思い

ます。しかし話の

内容よりも、正直

なところ、とにかく早く講義を終わらせたい。そ

の一心で、子供たちの反応を見る余裕もなく、話

してしまいました。おそらく退屈でつまらない話

だったと思います。質疑応答では､なんと全員が手

を挙げてくれ、質問が切れることなく、答えがい

のある質疑応答の時間でした。最後に私宛に代表

で女生徒がお礼の手紙を読んでくれました。「可哀

相に､きっと先生に言われて前もって用意したん

だろうな？」そう思いながら聞いていました。そ

の内容は「今日は、包丁の事、酸化被膜の事を教

えて頂いてありがとうございました。」とありまし

た。それを聞いて、はっ！としたのですが、彼女

の言った酸化被膜と言うのは、当日私が、包丁の

錆について話した事です。私の話なんか、きっと

つまらないだろう、誰も聞いていないだろう思い

ながら話していたのですが、少なくてもこの子は、

私の話を聞いて、書き留めてくれて、この手紙を

書いてくれたんだ。と思うと急に恥ずかしくなり、

自分が情けなくなりました。言い訳になりません

が、私は、緊張のあまり、体こそ子供たちの方を

向いていましたが、肝心な心は、背を向けて話を

していたのです。子供たちにロータリアンとして、

大人として何か伝えなければいけなかったのに結

果的に、心のない講義をしてしまいました。講義

を終えたときは、ほっとしたという気持ちでした

が、今回の出前教室は、子供たちに申し訳ないと

言う反省と後悔で終わってしまいました。今回の

結果を真摯に受け止め立派なロータリアン目指し

て精進いたします。 

 

 
 

累積皆勤表彰：４０年 加瀬 貞治会員 

「活字にならないロータリーの効用」 

40回と云われて、実

は面食らっておりま

す。実態は退会の機

会を逃してしまった

だけです。かつてク

ラブの大先輩がもた

らした一言が思い出

されます。「ロータリ

ーに入っていて良かったよ。ウィークデーの日中

に街を歩いていても面目がたつ。」（徘徊ではな

い？）（閑人？）此の言葉が今では実感できるよう

になってきました。週に少なくとも 1～２回は自

宅から外に出て、顔見知りの人に交って世間並の

食事をする。之は体力維持と惚け防止に最良の効

果が期待されるかも知れません。 

 

累積皆勤表彰：２０年 宮内 清次会員 

出席が通算２０年皆

勤という事で大きな

記念品を有難うござ

います。クラブへ入

会して３２年になり

ます。その間ＲＩは

様々な条件緩和をし

ています。メーキャ

ップの幅の緩和が今回の記録につながったと喜ん

でいます。これからも健康に留意しながらロータ

リーをエンジョイして行きます。 

 

委員会報告 

 

(６月３日 出前教室での講演） 
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 欠席したらメーキャップを  

 近隣ロータリークラブの例会一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出席報告】 （金子芳則例会運営委員） 

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：伊東君・鴨志田君 

栢尾君・越川君・宮内榮君 

大里君・櫻井(公)君・杉山君    

内田君 

【Ｍ Ｕ】 

7/10:RAC 例会  宮内(秀)君・田中君・内田君 

7/14:銚子東 RC 宮内(龍)君・大里君・佐藤君 

 

【ニコニコ】 

     

ｸﾗﾌﾞ

名 

        

例会場 

        

例会日時 

旭 ﾋｭｰﾏﾝﾌﾟﾗｻﾞ黄鶴

内   

0479-63-0007 

金曜日   

12：30～13：30 

小見

川 

ちば醤油(株）内

0478-82-4777 

水曜日    

18：30～19：30 

佐原

香取 

香取神宮内   

神徳館    

0478-57-3211    

月曜日   

19：00～20：00 

佐原 佐原商工会議所

4F0478-54-2244 

木曜日   

12：30～13：30 

八日

市場 

千葉興業銀行  

八日市場支店   

0479-72-1561 

火曜日   

12：30～13：30 

波崎 波崎商工会

0479-48-0333 

木曜日   

12：30～13：30 

鹿島

臨海 

鹿島セントラル 

ホテル     

0299-92-5511 

金曜日   

12：30～13：30 

銚子

東 

銚子商工会館 5F 

0478-23－0750 

火曜日   

12：30～13：30 

ニコニコ BOX ￥ 6,000 計 ￥ 82,000 

スモールコイン ￥ 3,140 計 ￥  6,750 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥  3,200 

希望の風 ￥ ― 計 ￥ 30,000 

 

次回のプログラム（７月２９日） 

 

「Ｉ・Ｍに参加して」 

青野秀樹会員・松本恭一会員・櫻井公恵会員 

 

入船：（幕の内） 

堀米会員 石毛会員 金子会員 金島会員 上総会員 兒玉会員 小林会員 松本会員  

丸山会員 宮内(秀)会員 宮内(龍)会員  小田島会員  岡根会員 大岩会員 坂本会員 

佐藤会員 猿田会員 信太会員  島田会員  白濱会員 杉山会員 髙木会員 高橋会員 

高瀬会員 田中会員 植田会員 内田会員                以上 27名 

2014～2015年度 100％出席者表彰：  年間出席率８６．１９％ 


