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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 

 

「ガバナー公式訪問」 

国際ロータリー第 2790 地区 

2015-16 年度 

ガバナー 櫻木 英一郎様（千葉ＲＣ） 

 

 

前回例会報告（１０月２８日） 

点      鐘：宮内 龍雄会長 

 

 

 

 

 

小林副 SAA         ロータリーソング 

四つのテスト 

鴨志田会員 

 

ビジター紹介：旭ロータリークラブ  

会長 神崎薫様（卓話） 

幹事 伊藤満晴様 

 

  

 

 

 

皆さんこんにちは。皆さんは大型家具店のイ

ケアに行ったことはありますか。千葉県では船

橋の幕張にあります。私も一度行ったことが有

りますが、そのスケールの大きさと品揃えの多

さに圧倒されました。イケアは家具を客が組み

立てる

ことで

価格を

抑え、

北欧生

まれの

デザイ

ンと品

ぞろえ

の多さ

で人気の家具店です。「イケアに行くと、恋人や

夫婦が言い争い、けんかを始める」と言われて

います。イケアの家具は、サイズや色のほか、

縦長か横長かといった微妙な違いの選択できま

す。そのため好みの小さなズレが問題になり、

毎日すごす生活空間だけに服や音楽などと違い

妥協もしにくい。豊富すぎる選択肢が災いする

ということです。選択といえば、「ジャムの実験」

をご存知ですか。24種類のジャムを試食できる

売り場と、6 種類しか試食できない売り場で、

客の行動はどう異なり、どちらが売れるのかを

調べる実験です。「豊富な品ぞろえが売り上げを

伸ばす」という経営方針を確かめるためです。

実験の結果は、24 種は試食した客の 3％しか買

わなかったのに対し、6 種類だと 30％近くが買

ったそうです。 

選択肢が多いほど選ぶのに悩み、選んだ結果が

本当にいいのかも気になり、結局選ぶのをやめ

てしまうといいます。ある論文の中で、物質文

明がもたらした現状を批判的にとらえ、時間と

お金もかかる複雑な選択肢について、「役に立た

会 長 挨 拶 
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ないだけではなく危害を加え、私たちをより悪

い方へと導くことになる」また「選択肢の多さ

が我々に繁栄をもたらすという地点は、とっく

に通過してしまった」と言っています。このよ

うな現代社会の中で、どの様な選択をして行け

ば良いか、「重要でないもの、他人に任せられる

選択は除き、自らの価値を高めてくれる選択に

集中する」こと「人生とは選択した結果の積み

重ねであり、その選択が自分の幸せに貢献する

かどうか、毎回よく考えてなくてはならない」

ということでなないでしょうか。以上で会長挨

拶を終わります。 

 

 

 

 

議題１）高橋新会員カウンセラーの件 

…承認 信太秀紀会員に決定 

議題２）１１月１１日卓話者の件 

…承認 

 

 

 

 

1.地区米山記念奨学委員会

から奨学生卓話のお願い 

2.「今日からロータリアン」

の送付と活用のお願い 

3.ｿｳﾙ国際大会での分科会の

提案書について(締切延長） 

…以上、ガバナー事務所 

4.会報送付お礼 

…地区米山記念奨学委員会 山崎浩一様 

5.（仮称）「千葉科学大学おうえん協議会」設立 

準備会開催について 

…銚子商工会議所 

 

 

 

◆結婚記念日 

内田  修心会員(10月 25日) 

小田島國博会員(10月 27日) 

宮﨑 裕光会員(10月 28日) 

 

◆入会記念日 

宮内 清次会員(10月 26日) 

 

◆創業記念日 

鴨志田明人会員(10月 22日) 

 

 

 

✧阿天坊 俊明会員 

17 日（土）の読売新聞千葉

版にドラフト会議と題して

ドラフト 50 年を迎え、私は

第１回のドラフトにて南海

ホークスに指名されました。

今後もドラフト候補の選手

を育てていきたいと思います。 

 

 

 

「旭ロータリークラブについて」 

旭ロータリークラブ会長 神崎 薫様 
 

こんにちは、旭クラブの神崎です。このたびは

卓話のご依頼をい

ただきまして、大

変光栄に思ってお

りますが、なにぶ

ん人前で話をする

のは大変苦手で有

ります。会長就任

早々、宮内会長よ

り卓話の要請が有

りました、不得意な私としては辞退をしていた

のですが、大岩例会運営委員長より正式なオフ

ァーが届いてしまいました。 

今後、分区内の交流を深めて行きたいと思って

おりますので、これは断れないな、と覚悟を決

め、お受け致しました。 

旭ロータリークラブについてと言う事で、私の

ロータリー歴やロータリー感をまじえて、旭ク

ラブの現状についてお話いたしたいと思います。 

私のロータリー歴からお話します、私が旭ロ

ータリークラブに入会したのが平成14年7月で

ありますので 13 年が過ぎます。どうして入った

か、たぶん皆さんも同じような事なのかもしれ

ませんが、自ら進んで入会した訳では有りませ

んで、先輩方より必要なお誘いを受け、断りき

れずに入会をしたしだいです。 

ロータリークラブと言う名前は、存じており

ましたが、クラブの活動内容等は、おおよそわ

からない状況での入会でした。最初の例会に出

席したときは、上座の方に、近寄り難いような、

偉いメンバーの方々がおられ、緊張した例会で

有ったのを覚えております。 

旭クラブは入会研修もなく、先輩からは、そ

のうちだんだん分かるよ。と言うような事で、

会員の記念日 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

幹 事 報 告 

 

卓  話 

 

臨時理事会報告 
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ただ漠然と参加をしていたわけですが、皆さん

親切で、何とかメンバーとも馴染むことが出来

ました。ガバナー公式訪間、地区大会、インタ 

ーシティミーティングなどの行事に参加、その

中で話されるロータリーの話は、なんと難しい、

ほんとに皆さんは解っているのかな―、と思っ

ておりました。 

特に、解らない中の一つが、職業奉仕について

でした。なんとも引っかかるもので、先輩方の

職業奉仕についてのスピーチを聞いても、ロー

タリーの配布物を読んでも、難しく、又、それ

ぞれ見解が、微妙に違って感じられ、私のロー

タリーに対する考えが、少しアンチロータリー

的になっておりました。 

その後、2011～12 年度、松浦会長の幹事を引

き受け、分区の役員方との交流や、各行事への

手配や参加、又 2013～14 年には、元椎名ガバ

ナー補佐の幹事を受けて、各クラブヘ訪間、ク

ラブの例会運営を拝見し、各会員のロータリー

ヘの考え方など、勉強させて頂き、私のロータ

リー感や知識が大きく変わった貴重な体験で有

りました。 

今では分区内外、多くのメンバーとの面識も

でき、さまざまな行事に出席しても、知り合い

が多く出来たことで、楽しく参加しております。 

又、今回会長を引き受けましたが、幹事を始め、

理事、各委員長の任命では、お願いしたメンバ

ー全員、二つ返事の快諾を頂きました。このよ

うなクラブの雰囲気が、今日まで退会すること

なく来られた大きな基で有ったと思っています。

こんなところが私の大まかなロータリー歴と言

う事に成ります。 

次に、旭クラブの現状ですが、派閥的な事が

なく、皆さん本当に仲の良いクラブです。ただ、

ロータリークラブとして、他クラブと比較して

見た場合、一言で言ってしまうと、ちょっとぬ

るい環境のクラブに成るのかと思います。 

奉仕活動、研修会等に於いては、かなり努力が

足りない状況と言わざるを得ません。 

ただ、ゴルフ同好会に於いては、2 か月に 1 回

の定例コンペヘの参加率の高さ、誰からともな

く持ち上がるプライベートゴルフヘ参加の数の

多さ、と言う一部限られた、親睦的な良さは有

りますが、メンバーの中には、ぬるさが、旭ク

ラブのいいところだ、と言うメンバーの声も有

りますが、会長の立場では、そういうわけにも

いきませんので、良いところをご紹介したいと

思います。 

事業の一つに、旭学び助成金と言う事業が有

ります、平成 19 年発足以来 8 年目に成ります。

NHK が追跡取材を行っている事業でも有りま

す。内容は、旭市内の小中高校生が社会的貢献

を意図した活動を積極的に展開するため、その

資金的裏付けとなる助成金を提供し、それを通

じて官・民・学が一体となり子供の学びを支援

することを目的とした事業です。 

千葉大学、上杉教授の提案でした。旭ロータリ

ークラブの協力を持ってとの事でしたが、これ

は、1 ボランティアのレベルでは足りないとの

思いでロータリークラブだけにとどまらずライ

オンズクラブ、青年会議所にも要請、参加を頂

き地域を上げてのサポート体制にした事業です。 

毎年 3 月に東総文化会館に於いて活動報告会を

行っております。年々活動内容がレベルアップ

をしています。提案力や積極さ、そして特に、

活動発表力がすばらしい。その発表に対して生

徒同士の質疑応答の様子を見ていると、本当に 

感動します。この報告会はぜひ見て頂きたいと

思う事業です。 

このほかに、発明クラブ、ボーイスカウト、

ガールスカウト、FC アサヒ少年サッカー等々、

子供たちへの助成に力を入れて行っております。 

発明クラブは私の長男(43 歳が)、小学生の時発

足しています。第 1 期生でしたので、おおよそ

30 年継続している事業です。この卒業生の中か

ら、いつかノーベル賞にノミネートされる様な

方が出てくれる事を期待したいと思っておりま

すが、どうでしょうかね―! 

あとは市内の高齢者施設への御見舞金などが事

業と成っております。しかし、資金的な事業ば

かりで、汗をかく事業、体を使う事業は、ほと

んど無いのが現状です。4年半前に成りますが、

東関東大震災で、旭市は死者も出た、被災地に

成りました。その年、旭ロータリークラブは創

立 50 周年の年で、50 周年記念事業の大枠が決

まった時期でしたが、そんな悲惨な状態でした

ので、記念事業の事業費はすべて、市への義援

金として、式典のみの 50 周年でした。その後

2790 地区から御見舞い金を頂きましたが、当時

の織田ガバナーより市にゆだねるのではなくロ

ータリーらしい事業を計画するようにとのご指

導を頂きました。又複数のロータリークラブか

らも義援金が届きました。検討の結果、津波を

和らげた防潮林を再生することに決まり、松苗

を植樹しました。あれから 3 年が過ぎ、その松

林が雑草で荒れていると会員より情報が有り、

ここはぜひ汗をかく事業を、と北川社会奉仕委

員長のもと、ついこの間の 10 月 4 日に防潮林の

除草清掃活動を行いました。私が入会してから、

共同作業的活動はどれくらい有ったのか、よく
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は分かりませんが、少なくても自分が参加した

のは今回が最初です。こんなわけで、銚子クラ

ブと比較したら C クラスにもならないかもしれ

ませんが、でも、ここ最近ロータリークラブの

有り方等、前向きに語り合う機運を感じていま

す。出席率に難の有る会員への声掛けも行える

ようになりました。銚子クラブの皆さんからし

たら、そんなの当たり前だろう、と言われるか

もしれませんが、旭クラブとしたら、かなり前

進です、これが旭クラブの現状です。 

今後は、退会者を出さぬよう、ゆっくりとでは

有りますが、出席率向上をめざし、声掛けを密

にし、分区内の交流をより活発にしていきたい

と思います。第 7 分区ではリーダー的存在の銚

子クラブで有りますのでまず銚子クラブを見習

って進めて行きたいと思いますので、ご指導の

ほどお願いいたします。 

近々には、銚子クラブの例会運営の有り方や各

事業について、旭クラブのぬる湯に熱湯を注い

で頂ける機会を作りたいと思います、その節は

ロータリーの熱さをビシッとご指導ください。 

最後に成りますが私が、気に入らなかった職業

奉仕について、これならわかるという記載が有

りましたのでご紹介したいと思います。 

ロータリーあなたも新しい風に、8 月号の第 7

版の中にロータリアンが大切にしている職業奉

仕として記載されています。かいつまんで言い

ますと、自分を磨く事、一生懸命真面目に仕事

に取り組むことが、職業奉仕だ。それが家族や

従業員、しいては地域社会に貢献することに成

る。これは、勧誘パンフですが、これを見ると、

今までの難しさは、何なの、と思える様に感じ

ました。 

私としては、これから本当に、分区内の交流

を増やしていきたいと,思っています。ぜひメー

キャップ隊を作って交流したいと思いますので

ご協力ください。これで終わります。 

 

 

（旭ＲＣ伊藤幹事 予期せぬスピーチ指名で

したが・・） 

旭クラブは和やかさが自

慢です。活発なゴルフ会や

来年の 5 月に一泊家族親

睦旅行を企画し、今年夏前

に早々と発表しました。親

睦に努めています。 

 

 

 

お知らせ 

12 月から白濱龍興会員

が銚子を離れ、千葉市花

見川区の医療法人社団 

晴山会 平山病院で医療

に従事されます。11 月の

例会には出席されます。 

 

 

 

【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 

丸山君・宮内榮君・大岩君・大里君 

櫻井(公)君・富永君・植田君 

 

【Ｍ Ｕ】 

10/27：次年度分区会長幹事会 石毛君・島田君 

 

 

【ニコニコ】 

 

 

 
先週のお弁当思い

出せますか？ 

ニコニコ BOX ￥7,000 計 ￥ 252,800 

スモールコイン ￥2,960 計 ￥  24,918 

米山 BOX ￥  ― 計 ￥  21,823 

希望の風 ￥ ― 計 ￥ 114,100 

次週のプログラム（１１月１１日） 

 

「漁業について」 

銚子漁業協同組合 副会長 和田 一夫様 

            

 

お弁当：黄鶴（中華） 


