
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２８７８号（２０１５年１２月２日発行） 

 

    

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 

 

年次総会 

「フィリピンダバオプロジェクトに参加して」 

 石毛 充国際奉仕委員長 

 

 

前回例会報告（１１月２５日） 

点      鐘：宮内 龍雄会長 

ロータリーソング：四つのテスト 

ビジター紹介： 

八日市場ＲＣ 会長 平野 正憲様 

       幹事 宇野佐太夫様 

第 7 分区ガバナー補佐エレクト 

鈴木 勝彦様 

Ｒ財団委員長 大塚 栄一様 

 

 
 

 

 

皆さんこんにちは。ご存知の方もいらっしゃ

ると思いますが、世界で一番貧しい大統領とい

われたウルグアイの前大統領ホセ・ムヒカ氏は、

2014 年にノーベル平和賞候補として推薦され

たこと

でも有

名です。

2012年、

ブラジ

ルのリ

オの国

際会議

で行っ

た演説

で一躍世界にその名を知られました。彼は給料

の大半を貧しい人の為に寄付をし、大統領の公

邸には住まず、町から離れた農場で奥さんと暮

らし、公用車は使わず、古い愛車を自ら運転し

て大統領の仕事に向かいます。自分の身なりに

は全くかまわない彼をウルグアイの人たちは親

しみを込めてペペと呼んでいます。彼の演説が

世界を瞠目させたのは、現代の一国の指導者で

ありながら、「経済、経済、経済」と叫ぶどこか

の国の指導者と異なり、その生き様や発言に、

人の幸福を根底に据えたはっきりした哲学があ

るからです。「本当の貧乏とは少ししかもってい

ないことではなく、無限に欲があり、いくらあ

っても満足しないことです。」「あなたが何かを

買う時、お金で買っているのではなく、そのお

金を得るために費やした時間で買っているので

す。」「過ぎた時間とは、あなたの人生です。過

ぎ去ってしまったものは取り返しがつかない。

人生という時間をもっと大切にしないといけな

い。」一つ一つの言葉の重みが心に響いてきます。

会 長 挨 拶 
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「ひまは無駄ではありません。人が話し合う時

間は大切です。それが生きている時間というも

のです。」と彼は言っています。 

私たちは、せわしない社会で生活をし、時間と

お金に追われて生きています。一人一人が持っ

ている時間は無限では有りません。自分に残さ

れた時間を有意義であるべき人生の為に、使う

ことを考えなければ、と思います。 

「忘れる」という字も心を無くすと書きますが、

「忙しい」という字も立心偏の（心）と（亡）

で心を無くすと書きます。 

以上で会長挨拶を終わります。 

 

 

 

【週報拝受】成田空港南ＲＣ 

1. 2016-17 年度地区委員推薦のお

願い 

2. RID2820 倉沢ガバナーより鬼怒

川水害見舞いの御礼   

3. 地区大会における選挙人選出の  

お願い 

4. ＲＹＬＡセミナー参加御礼状 

5. 会報・写真送付お礼状 

6. 2015年 12月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ１ドル＝１２０円 

…以上、ガバナー事務所 

7. 習志野中央ＲＣ創立 30 周年式典並びに祝賀

会開催のご案内     …習志野中央ＲＣ 

8. 平成27年冬の交通安全運動実施要綱について 

…銚子市交通安全都市推進協議会 

 

【例会変更】 

小見川 RC 

12月 16日(水)忘年家族会割烹旅館丸山 

点鐘 18時半 

   23日(水)定款第 6条第 1節 Cにより休会 

   30日(水)定款第 6条第 1節 Cにより休会 

 

 

 

 

◆誕生日おめでとうございます。 

越川 信一会員(11月 19日) 

宮内 清次会員(11月 20日) 

 

◆結婚記念日 

石毛  充会員(11月 22日) 

鴨志田明人会員(11月 22日) 

 

 

 
 

✧八日市場ＲＣ 鈴木 勝彦様 

久しぶりに銚子ＲＣにお

じゃまして！ 

 

 

 

 

✧杉山 俊明会員 

先日行なわれた、浄土宗の

全国議員選挙で 3期目の当

選。今期は、執行部の社会

国際局長に指名され、来月

より週の内数日、東京事務

所に通うこととなりました。 

 

✧国際奉仕委員会 

21日～23日の 3日間フィリピンダバオ盲学校の

チャリティコンサート、大成功で終わることが

できました。有難うございました。 

 

 

 

「ロータリークラブとお付き合いをして 

まる１７年」 

八日市場ロータリークラブ 

会長 平野 正憲様 
本日はお招き頂

きまして有り難

うございます。

八日市場 RC よ

り先輩の鈴木勝

彦ガバナー補佐

エレクトと大塚

榮一バスト会長、

宇野佐太夫幹事、私 54 代会長を務めさせて頂いて

います平野正憲と 4 人で伺いました。どうぞよろ

しくお願い致します。皆様に八日市場 RC 創立 54

年史の綴りをお配りさせて頂きました。周年節目

を載せてあります。尚、当クラブと韓国 RI 北仁川 

RC との交流がありますが、この資料でご確認と

共に、後ほど鈴木勝彦ガバナー補佐エレクトより

交流33年と米山奨学生3名の方のカウンセラーに

ついて説明があると思います。 

卓話の依頼ですが、何分にも初めての事でして

戸惑いましたが、銚子 RC には私が幹事の時から

お付き合いをさせてもらっています、会長幹事同

期会というのがありまして 10 名、年一回泊まりで

現況報告会をしており上総泰茂元会長、松本恭一

会員の記念日 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

幹 事 報 告 

 

卓  話 
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元幹事さんがご一緒です。又、今期の官内龍雄会

長、佐藤直子幹事さんもおりますので、心強く思

い引き受けてみました。そこには親睦という強い

味方、又それでいて真剣な勉強会と名の如くロー

タリーの楽しさも加わり成り立っているのですね。 

きっとこれで八日市場 RC の会長かと思われるか

と思いますが当クラブは会長幹事役とも入会順に

なっています。私以外はとても素晴らしい方たち

ばかりです。たまたまはずれに当たってしまいま

した。決して誤解の無いようにお願い致します。

では自己紹介から始めさせていきます。職業大分

類は写真、小分類は DPE 業、創業 80 年。昭和 23

年 9 月 3 日生まれ 67 才 3 人家族。ロータリーク

ラブ入会、平成 10 年 12 月 1 日 

我々写真業界についての卓話は、現在において人

前で語る事は、非常に難しい所にきております。

現在マスコミ等を通して皆さんもご覧になってお

わかりになると思いますが何が本業か?いろいろ

苦労をしています。ですので話はロータリーとの

かかわりにします。 

入会前からロータリークラブとライオンズクラ

ブが存在している事は知っていました。たまたま

かも知れませんがロータリークラブは昼間、顔を

赤くして通る人、ライオンズクラブは夜になると

人がいっばい集まって来て賑やかに会場に入って

行く姿のイメージしか持っていませんでした。そ

の時は私が 35 才頃だったかも知れません。それか

ら 10 年か過ぎた頃には八日市場に本店を移しま

した。その頃から落ち着きはしたものの体重は

105 ㎏位になってきました。周りから「運動でも

しなければ、早く死んでしまうぞ」と言われ成田

のプールに通いました。サウナも覚え楽しい日々

でした。当時は、日吉台・七栄・三里塚にお店が

ありましたので近かったです。それから少し体重

も減り天神山の方へ朝、早起きをして歩く事も覚

えました。49 才、減る楽しさを覚えてきた頃、四

国遍路に行ってみないかと誘われ、一年に一回お

参りをする事になりました。その折、来年は土佐

の国高知県だから約 500 km 位あるので、帰り体

を癒して来ると約一ｹ月位かかると聞いていまし

た。 

そんなこんなしている頃、故丼橋先生、大塚先

輩、丸六水産故渡辺与一同級生からロータリーク

ラブ入会を勧められました。その時に四国に出か

けると 4 回休まなければの話をしました。それで

も OK だと言う返事でしたので断れなくなり入会

となりました。今は入会して良かったと思います。

大勢の知り合いも出来ました。昔思っていたクラ

ブとはちょっと違っていました。イメージだけで

はなく参加して分かるものですね。 

この頃体重は、95kg まで減ってきました。歩き

遍路は 6 回、平成 17 年まで続きました。18 年に

母親が倒れ 19 年に亡くなり体重は又 100kg に戻

ってしまい断念となりました。その後はロータリ

ークラブに五頭薬師寺住職さんが入会され、バス

遍路を募集しているとの事で又、再開する事にな

りました。平成 22 年 11 月より今年の 11 月まで 6

年間続いています。家族が健康、自分も健康で仕

事もうまくいって初めて出発となります。何事も

遊びと楽しさを求めないと長続きはしません。来

年も是非行きたい、と願っております。 

入会当時は先輩方が「出かけるよ・・」と声を

良くかけてくれました。楽しかったです。そうし

ながらロータリークラフを少しずつ知り、毎週火

曜日の昼の時間の取り方も出来てきました。平成

15 年ライラの実行委員をした時、当社の女性数名

を参加させました。3 年続けました。これはいい

とローターアクトも参加しました。でも次が見つ

かりません。自然消滅。現在ライラは当クラブで

は川口京子会員が頑張って出向してくれています。 

過去にロータリーを辞めようと思った時があり

ました。幹事の役が回って来そうな頃、丁度肺炎

を患い入院しました。その頃幹事は会長より忙し

いし何でもやらなければと言う話でした。それに

加え 50 周年式典もあるし、それこそ大変だという

事でした。人会順もあり辞めて行く人は 3 年位前

より抜けていきます。デレでいるか、好きかどっ

ちがです。私はデレで大当たり準備を入れると一

年半、会長指導の元、休み少なくやりました。そ

れも一つの大勉強でした。大塚会長が居なかった

らあんなに出来なかったような気がします。今の

会長職にはもう少し先かと思っていたら、辞める

方、亡くなる方もありで去年 10 月に急遽引き受け

る事となりました。幹事を引き受けた時、大塚会

長より「予算組などは自分で作った方がいい。あ

とで楽だから」と言われ相談しやったものでした。

八日市場 RC は事務員さんは居ません。その代わ

り週報は、いっさいパートさん任せ。昔は週報は

会員がテープを録りながらやったそうです。幹事

を務める事によりロ―タリーとのかかわりが増え、

予算の出入もします。いろいろと考えますと、ど

こまで取り組んで行けば良いか分かりません。で

も任せるに自分が勉強しないとさっぱりです。担

当にならなければしなくてもすみます。会長は幹

事の時と違った大変さかありました。今になって

も会長任期まで気が抜ける日があるのかと心配で

す。この辺も地区が研修セミナーを薦めているよ

う自クラブで行っていけと言う事ではないかと思

います。 

山田研修委員長は「ロータリークラブを楽しんで

ください。ロータリーを楽しむという事はロータ

リーの話をしてロータリーを楽しむ」事だと言っ

ておりました。 

櫻木ガバナーは、出席の義務は例会場に勉強しに
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行くんだ。もっと深く関心を持ちなさい。ロータ

リーの目的は意義ある事業の基礎として、奉仕の

理念を奨励しこれを育む事にある…と有ります。

これからも仲間と共にロータリー活動を体重 107 

kg の体で歩んでいきたいと思っております。長時

間のご静聴ありがとうございました。 

 

2007～2008 年度 八日市場ＲＣ会長  

鈴木 勝彦様  

このたび銚子Ｒ

Ｃから第７分区

４クラブのそれ

ぞれが歩んでき

た歴史の中で、

「その主なる活

動と特長につい

て」と題して語

って頂きたい旨依頼があり、八日市場ＲＣでは、

平野会長が『八日市場ＲＣの５４年の歴史を写真

で綴った冊子』を作成、会員の皆様に配布致しま

したので、お目通し頂きたいと思います。尚、卓

話者として、「自らが歩んできた１７年」と題して

お話がありました。パスト会長の私としては、そ

の中で平野会長が語られなかった韓国・北仁川Ｒ

Ｃとの友好締結３２年の歴史について少しお話を

させて頂きます。 

 八日市場ＲＣでは、特に今は亡き井橋力先生、

藤田栄一先生のご尽力のもと、１９８３年（昭和

５８年）１０月１３日友好締結が調印され、以来、

１年１回の交流を基本とし、訪問は１年おきの訪

問で現在に至っております。しかし、日韓の政治

上のことや、経済上の理由等により相互訪問がで

きない年度も多々ありました。この間、ロータリ

ーの奉仕の理想のスローガンの基、特質できる事

業は２００２年～３年（平成１４年～１５年）北

仁川ＲＣ提唱の国際人道プロジェクトＮＯ.２２

２１７に対する補助金申請がＲ財団に認可され、

８，２５０＄の援助を受け、そこに北仁川ＲＣよ

り２，５００＄、八日市場ＲＣより２，５００＄を

拠出し、計１３，２５０＄にて貧困のため心臓手

術を受けられない子供４名の手術に使われた旨、

地元紙韓国京仁日報にも掲載されました。さらに

仁川市の地域に根ざした施設への寄付金として２

～３件の事業を経験しております。又、韓国との

交流に際し、米山奨学生として韓国から日本に学

んだ３名の奨学生にクラブは関係しております。

この奨学生が相互訪問時の通訳を兼ねて頂いたこ

とが、今までの交流の支えになり、現在に至って

おります。 

 八日市場ＲＣの入会５年未満の会員も、積極的

に海外交流事業を経験することにより、楽しいロ

ータリーの実践にこの交流事業が役立っているよ

うに思えます。以上、八日市場ＲＣの事業の一端

をご披露させて頂きました。ありがとうございま

した。 

 

 

 

11 月 23 日(月) 駅前花植え 

雨の中お疲れ様でした。 

 

【出席報告】 

会員総数４５名 

出席計算４２名 出席２７名 欠席１５名  

出席率 64.29% 

欠 席：灰谷君・伊東君・金子君・栢尾君 

越川君・宮内榮君・宮﨑君・坂本君・信太君 

桜井(公)君・白濱君・高瀬君・富永君・植田君 

内田君 

 

【Ｍ Ｕ】 

11/23：駅前花植え 

金子君・上総君・小林君・宮崎君・坂本君 

猿田君・内田君 

11/27：RAC 例会 坂本君 

【ニコニコ】 

 

 

ニコニコ BOX ￥11,343 計 ￥ 298,143 

スモールコイン ￥ 2,600 計 ￥  30,068 

米山 BOX ￥  ― 計 ￥  27,284 

希望の風 ￥ ― 計 ￥ 143,200 

次週のプログラム（１２月９日） 

「ＲＹＬＡセミナーに参加して」 

銚子通運㈱  石𣘺 拓実様 

沿海石油商会 明石 美樹様 

 

 

お弁当：膳（幕の内） 

委員会報告 

 


