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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 

 

「ALTになって」  

ALT Amber Hemanson様 

 

 

前回例会報告（９月９日） 

点      鐘：宮内 龍雄会長 

ロータリーソング：我等の生業 

 

ソングリーダーは当日抽選の結果、

宮﨑裕光会員です。 

 

 

ビジター紹介： 

銚子東 RC 会長 藤﨑一成様 

（卓話） 

 

 

  

 

 

皆さん今日は。九月になり朝晩は大分過ごし

やすい季節になってまいりました。九月はロー

タリーでは基本的教育と識字率向上月間であり

ます。明治維新（1868年頃）の頃、日本では男

性の 40％、女性の 25％が寺子屋や修養塾などに

通って教育を受けていました。その当時、世界

で最も進んだ工業国であったイギリスでも、教

育を受けた経験者は、男性の 25％だけで、女性

に入学を認める学校は一校もなかったそうです。

明治政府は子供たちに対する教育を最重要視し、

統一教科書による近代的な義務教育を普及させ

ました。江戸時代の教育は儒教を中心にした読

み書きとソロバンを習いました。身分制度があ

った時代では子供たちの将来の職業もほぼ決ま

っていました。近代教育では身分制度がなくな

り、人々の移動と職業選択が自由になったため、

子供たちが将来どのような職業についてもいい

ように、初めに読み書き計算という一般教育を

学ばせ、その後農業なり、商業なり、職人なり

の専門教育うける。日本はそんな教育制度を採

用しました。日本で教育が早い時期に普及した

のは、将来の実社会に役立つ制度と内容を速や

かに作ったからです。坂の上の雲で司馬遼太郎

は、国力が圧倒的に違う大国ロシアに日本が勝

利することが出来たのは、日本の教育制度が大

きく作用していると言っています。当時大国ロ

シアの兵士のほとんどは農奴といわれた農民で、

読み書き出来るのは、ほんの一握りの貴族出身

の士官だけでした。兵士たちは、士官からの命

令に忠実に従いますが、士官が負傷したり、戦

会 長 挨 拶 
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死して命令者がいなくなると、自分で判断する

ことが出来ず、戦闘を放棄して逃げてしまいま

す。一方、日本の兵士は全員義務教育での基礎

知識を身に着けているので、士官が戦死しても、

すぐに状況を判断し、次のリーダーを決め、そ

れに従って行動できました。この基礎教育こそ

が、日本をいち早く先進国の一員にした大きな

要因であると思います。しかし最近、義務教育

の現場では学級崩壊や不登校の増加しているの

は、どうしてか。それは今の教育が規格大量生

産型の近代工業社会に合わせたもので、今進行

している社会の変革を子供たちが本能的に感じ

取っているものと思います。個々の学校や教師、

生徒の問題ではなく、教育思想や社会の在り方

についてもっと議論することが重要と考えます。

私も自分の子供たちの教育を終わりましたが、

次の世代を担う子供たちの教育についての責任

は、まだまだ私たちに有ると思います。 

 

 

 

1. RLI ﾊﾟｰﾄⅠのご案内 

2. 社会奉仕委員会よりｱﾝｹ

ｰﾄご回答のお礼 

3. 東金ﾋﾞｭｰ RC ｸﾗﾌﾞ情報変

更のお知らせ 

4. 基本的教育と識字率向上月間ﾘｿｰｽのご案内 

5. 公式訪問当日のお願い 

…以上、ガバナー事務所 

6. 活動計画書送付お礼状 

…地区研修リーダー山田修平様 

…米山記念奨学会理事増田豁様 

7. 千葉南ＲＣ50周年記念誌拝受 

…地区会員増強退会防止委員会委員長北原俊彦様 

8. 外川まちづくり活性化協議会発足発表会開催 

のご案内  …外川まちづくり活性化協議会 

【例会変更】 

八日市場 RC 

9月 15日(火）移動例会東京ｽｶｲﾂﾘｰ＆六本木 

観月会（家族会）の為  

9月 22日(火)定款により休会（国民の休日の為） 

 

 

 

 

 

９月のロータリーレート 124 円 

 

 

 

 

◆誕生日おめでとうございます。 

田中 英子会員(9 月 8日) 

無事に誕生 50 周年を迎え

ることができました。50

代 1年生、これからもよろ

しくお願い致します。 

 

 

 

 

◆入会記念日 

灰谷 充史会員(9 月 4日) 

鴨志田明人会員(9 月 5日) 

青野 秀樹会員(9 月 6日) 

 

 

 

✧銚子東 RC藤﨑 一成会長 

本日は卓話させて頂きます。 

どうぞよろしくお願いします。  

 

 

 

 

✧宮内 龍雄会長 

先々週は、ボーリング大会でイン 87、アウト 87

で 25 位。先週はなんとグロス 87 で両クラブゴル

フ大会でまた・また・また・また優勝しました。

ちなみに賞金、賞品は即、没収されます。 

 

 

✧坂本 尚史会員 

先日の科大祭には、多くの会員の

皆様にご出席いただき有難うご

ざいました。 

 

 

 

幹 事 報 告 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

会員の記念日 

 

第 231 回銚子･銚子東ロータリークラブゴルフ大会 
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「銚子東ロータリークラブについて」 

 銚子東ロータリークラブ 

会長 藤﨑 一成様 

この度は名門、銚子ロータリークラブ様にて

卓話の機会を頂き誠にありがとうございます。 

 また平素は、宮内龍雄会長、佐藤直子幹事は

じめ、銚子クラブの皆様方には大変お世話にな

っており、高い席からで恐縮でございますが、

厚く御礼を申し上げます。 

１、会報の題字 

 我がクラブの会報は「とっぱずれ」と申しま

すが、筆の題字は初代会長網中喜一郎名誉会員

の揮毫によるものです。 

 その文字を代々引き継いで毎号の会報を発行

しております。 

 私はこの雄渾の筆致を拝する度に網中喜一郎

初代会長の「銚子東 RC よ、永遠たれ」との熱

き思いが伝わってくるかのように感じておりま

す。 

２、移動例会の醍醐味 

 我がクラブでは毎年一回移動例会として企業

視察を行っております。 

 私自身、大変勉強になると感じることは企業

視察中の会員との会話です。 

 一例を挙げれば、大洗のカネフクめんたいパ

ークに行き明太子の製造工場を見学した時のこ

とです。 

 ガラス越しに大勢の作業員が明太子を製造し

ている姿を見て、食品製造業を営む木樽会員は

「こんなに人数がいて、利益が出るのかね？」

と言っておりました。つまり、原価の視点から

感想を述べていたわけであります。 

 また、木材製品製造業の木村会員は作業員の

動きの無駄について言及しておられました。 

 例えば、作業机の高さを少し変えるだけで断

然作業はしやすくなる、そのことによって工場

全体の作業効率が上がる。使う道具もよく使う

物ほど近くに配置し、出来る限り作業員の歩く

歩数を縮めるべきである、と語っておりました。 

 このように、業種の違いによって工場の見方

や捉え方が違ってくることが良くわかり、大変

勉強になりました。 

 かくの如く生きた学問を学べる機会こそ移動

例会の醍醐味ではないか感激いたしました。 

３、第 2000 回記念例会 

 我がクラブの記念すべき 2000 回目の例会は

大内恭平名誉会員による「会報第 2000 号を迎

えて」という卓話でした。 

 大内名誉会員はクラブのチャーターメンバー

で設立時の幹事でもあったことから、2000 号目

の会報を手にした時の感慨は一入だったと思い

ます。 

 その卓話の中で設立総会の貴重な集合写真を

見せて頂きました。 

 大内名誉会員は写真に写った一人ひとりの名

前を挙げてエピソードを語って下さいました。 

 今こうして、設立当時の写真を見た時、諸先

輩方が築き上げて来られた歴史の重みをずっし

りと感じ、その後輩として身の正される思いと

なります。 

４、結びに 

 私自身、職業が大同生命ということで、保険

営業を生業とする「いちあきんど」であります。

しかも保険という、どこにでもありふれた商品

を商う商人であります。 

 学歴もなく、財産もなく、ただ有るのは若さ

とお客様への恩返しの思いだけでここまで走り

続けて参りました。 

 その私が周囲の皆様に恵まれ御贔屓にして頂

き今日を迎えることができました。その感謝の

思いは筆舌に尽くし難きものであります。 

 私にとってロータリー活動とは「お世話にな

った皆様、そして世間様への恩返しの機会」だ

と思っております。 

 お歳暮、お中元を贈るもの恩返しの一つだと

は思います。 

 しかし最も喜ばれる恩返しとは物質的なもの

ではなく、銚子の事業家の皆様が大事に思って

いる、ロータリークラブを発展させていくこと、

そして、それを次世代に引き継いでいくことで

はないか、と思っております。 

 歴史と伝統ある銚子東 RC の会長としては、

甚だ役不足な私ではございますが、これからも

格調高く、そして尊敬してやまない、銚子クラ

ブの皆様方には御指導ご鞭撻を賜りますようお

願いを申し上げます。 

卓  話 
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石毛 充国際奉仕委員長 

フィリピン･ダバオ盲学校チャリティコンサー

ト参加者募集のご案内 

日程：11月 21日(土) 

～23日(月) 

開催日： 11月 22日(日) 

場所：ダバオ市内 

一人でも多くの方のご参加

を、心よりお待ち申し上げて

おります。 

 

宮﨑 裕光社会奉仕委員長 

10 月 4 日(日)開催市民バザ

ール大会の協賛品（生鮮食品

を除く）を９月１６日（水）

の例会にご持参いただきた

く、よろしくお願いいたしま

す。 

 
 

 

【出席報告】(白濱龍興例会運営副委員長) 

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： 

青野君・伊東君・鴨志田君・栢尾君・越川君 

宮内榮君・櫻井(公)君・信太君・杉山君・高瀬君 

富永君・植田君 

 

【Ｍ Ｕ】 

9/8 市民バザール大会全体会議 宮﨑君 

9/10 京都モーニング RC 杉山君 

 

 

【ニコニコ】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥12,800 計 ￥ 204,800 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥  16,108 

米山 BOX ￥ 3,205 計 ￥  16,175 

希望の風 ￥ ― 計 ￥  90,000 

次週９月２３日(祝日)は休会です。 

 

次回のプログラム（９月３０日） 

夜間移動例会 「観月会」 

会場：太陽の里 

例会：点鐘１８時 

送迎バス：銚子市役所 １７：２５ 

       銚子駅   １７：３０  

       体育館   １７：４０ 

に出発します。 

委 員 会 報 告 

 

☜銚子商工会館入口 

例会場看板掛け 

この度、宮内龍雄会長より

寄贈されました。 

(今までの木製の台が腐食

したため） 

 

例会場演台用ロータリーマークを新調

しました ↑ 

（東クラブと折半で購入） 

お知らせ 


