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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 

「地区大会に参加して」 

高瀬 幸雄会員 

鴨志田明人会員 

遠山 靖士会員 

 

前回例会報告（２月３日） 

点      鐘：宮内 龍雄会長 

国歌君が代斉唱 

ロータリーソング： 

奉仕の理想 

ビジター紹介：なし 

 

 

 

 

 皆さんこんにちは。来る 2 月 6 日、7 日は第

2790 地区の地区大会で有ります。これは地区で

行われる最大の行事です。ロータリー会員は全

て地区大会に参加する義務が有ります。地区大

会参加費として皆様の会費より７２００円の負

担金を徴収し地区に納めています。ですからこ

れに参加しないと、ただお金を払っただけと言

うことになります。皆さん是非地区大会に参加

して下さい。 

そこで少しこの集会について、勉強したいと思

います。始めてのロータリー大会が開かれたの

は、1910 年（明治 43）8 月にシカゴで開催され

ました。その時のクラブ数は 16 クラブ、会員数

1085 人、会長はポール・ハリスでした。日本で

は 1931 年（昭和 6 年）RI 第 70 区として第一

回地区協議会が京都で開催され、時のガバナー

は米山梅吉で、当時のクラブ数は７クラブでし

た。では地区大会の目的についての話になりま

すが、沢山あり

ます。RI 会長

代理のスピー

チ、前年度会計

報告、該当する

年度での規定

審議会代表議

員の選出と理

事指名委員の

選挙、地区資金の承認など盛り沢山です。地区

大会は国際ロータリーが地区に行わせる行事で

すから、その立案指導の責任はすべて地区ガバ

ナーの負うところとなります。この集会の最大

の目的は参加ロータリアンに誇りと感激を与え

ることにあり、参加者に「ロータリアンでよか

った。ロータリーは素敵だ」と思わせることが

出来ればこの地区大会は成功した。このガバナ

ーは素晴らしいと言うことになる訳です。私も

入会以来、ほとんど毎回参加していますが、中

にはつまらない大会も有りましたが、他クラブ

のロータリアンとの交流や親睦を深められるこ

とが出来る楽しみもあります。今週末、年に 1

度のロータリーのお祭りを楽しみに行きましょ

う。以上で会長挨拶を終わります。 

 

第８回定例理事会 

 

１）2 月 3 月 4 月プログラムの件  …承認 

２）合同例会決算案の件      …承認 

会 長 挨 拶 

 

理事会報告 
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３）Ｉ・Ｍの件          …承認 

2 月 21 日点鐘 13 時 犬吠埼ホテル 

４）中間決算案の件        …承認 

５）米山奨学生受け入れとカウンセラーの件 

…承認  

６）サウスダバオＲＣとの友好クラブの件  

…継続審議 

７）市川シビックＲＣ25 周年の件  …承認 

８）新千葉ＲＣ50 周年の件     …承認 

 

 

 

【週報拝受】波崎 RC、銚子東 RC 

1. 財団室 NEWS 2月号 

…以上、ガバナー事務所 

2. 2016-17 年度版ﾛｰﾀﾘｰの手帳

お買い上げのお願い 

…一般社団法人ﾛｰﾀﾘｰの友事務所 

3. 抜萃のつづり拝受 

…株式会社熊平製作所会長 熊平雅人様 

4. 千葉科学大学おうえん協議会設立総会・懇親会 

開催のご案内       …銚子商工会議所 

【例会変更】 

旭 RC 

2月 5日(金)休会→7日(日)地区大会に振替 

  19日(金) 休会→21日(日)ＩＭの振替 

  26日(金)夜間例会 黄鶴 点鐘 18時半 

波崎 RC 

2月 11日(木)祝日の為休会 

銚子東 RC 

2月 23日(火)→2月 21日(日)IMに振替休会 

 

 

 

◆誕生日おめでとうございます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栢尾  茂会員(1月 21日) 

金島  弘会員(1月 26日) 

阿天坊俊明会員(1月 27日) 

桜井 広和会員(1月 31日) 

 

 

◆結婚記念日 

桜井 広和会員(1月 21日) 

上総 泰茂会員(1月 24日) 

高橋 宏明会員(1月 15日) 

金島  弘会員(1月 27日) 

島田洋二郎会員(1月 29日) 

 

◆入会記念日 

伊東 正博会員(1月 29日) 

◆創業記念日 

島田洋二郎会員(2月 1日) 

 

 
大ニコニコ 桜井広和会員 

結婚記念日（５４回目）と 

８２才の誕生日のお祝い有

難うございます。 

 

 

 

 

「さよならじゃない～植田正義君追悼」 

信太 秀紀会員 

植田さんを初めて知

ったのは、銚子第四中

学校のＰＴＡ総会で、

植田さんが「会計監査

はどの程度の金額の誤

差まで許すのですか？」

と驚愕の質問をした時

でした。僕たち役員は、

大変慌てたことを覚えています。そのあと植田

さんがロータリーに入会され、僕は再会を果た

すことができました。そして、植田家七五三の

祝宴の司会を務めさせていただいたり、ロータ

リーを通じて一緒にフィリピンへ支援に行った

りしました。水曜日の午後は、ロータリーの例

会が終ると、高木浩一君と３人でよくお茶を飲

みに行きました。その時ケーキなどを注文する

のですが、とにかく植田さんはよく食べます、

僕の分まで食べる、ほんとに食べることの好き

な人でした。そして、いつも僕の話に耳を傾け、

何も言わずにいつまでも聞いてくれたことに心

から感謝しています。 

最後に植田さんに会えたのは昨年１１月半ば

頃だったでしょうか。植田さんと２人きりで３

０分ほど話すと、再会を約束して、病室を出ま

した。そのあと息子の正さんが駐車場まで追い

会員の記念日 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

卓  話 

 

幹 事 報 告 
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かけて来て、正月は家に帰れないかもしれない

こと、本人は食べることが大好きなのだが、腸

に通したパイプがなかなかうまく機能しないこ

となどを正直に話してくださいました。１２月

になり、訃報をいただいき、顔出しに行きまし

た。「亡くなる時は、眠るようでした。」と家族

の方に伺って安堵したのを覚えています。私は

身近な友人の死に接していろいろなことを考え

ました。ロータリークラブで東日本大震災の支

援に、「気仙沼」「石巻」へ行き、生き残った

人たちと話をしていると、全員同じことを言い

ます。それは「こうなるとわかっていたら.....」、

「こんな大災害が起きると知っていたら。」と

いう言葉です。大切な人を亡くした人たちは、

「もっともっといい思いをさせてあげられたの

に。」とか、「ここで命が終わるってわかって

いたら、もっと楽しませてあげられたんじゃな

いか」、「優しくしてあげられたんじゃないか。」、

「おいしいものを食べさせてあげられたんじゃ

ないか。」と、取り返しのつかない後悔の想い

を吐き出します。私が植田さんとのお別れで一

番考えさせられたことは、人間が、今普通に生

きているってことは、当たり前のことでも何で

もない、ということです。それはむしろ異常事

態であり、奇跡が続いているとしか言いようが

ありません。生きている以上、生き物である以

上、明日の朝、起きる保証なんか誰にもないと

いうことなのです。だから今日一日を、後悔し

ないように生きていくことが大切です。それは

とても大変なことですが、今日伝えたいことは、

伝えるように、今日できることは、今日するよ

うにしようと、強く思いました。 

歌手の谷村新司さんがコンサートで話していた、

メッセージを思い出します。 

「人生の最後に一本だけ電話できるとしたら、

あなたは誰に電話をしますか？ 

そしてその人に何を伝えますか？  

あなたは、なぜ 今すぐにそのことを伝えよう

としないのですか？」 

植田正義さんのご冥福を心よりお祈り申し上げ

ます。 

 

「植田正義会員を偲んで」 

宮内 秀章会員 

謹んで植田会員の御霊にお別れの言葉を申し

上げます。 

あまりの突然の悲報に接して、早くも二ヶ月が

たとうとしております。 

私はまだ、植田さんがすぐ

近くにいるような気がし

てなりません。なのに、こ

のような言葉を述べなけ

ればならないことが悲し

くてたまりません。 

 数ヶ月前、病室で元気な

姿に接し、「今年中には家に帰れるよ」「帰った

らやっと旨いものが食べられるよ」とニコニコ

して話したことを昨日のように覚えております。 

私は植田さんと、平成２１年５月１３日に初

めてこの例会場でお会いしました。その当時の

会報を見てみますと、大岩会長より植田さんへ

新入会員のバッジの授与が行われ、そしてこの

日は国際ロータリー第２７５０地区親睦活動委

員会の皆さんがスポーツカーやクラシックカー

で来銚された日でもあり、緊張したおもむきで

写真に写っている植田さんを見て懐かしく思え

ました。 

植田さんは、皆さんもご存じの通り仕事熱心

で人情味あふれる人柄は沢山の人に愛され、気

さくで飾らない人柄は私たちに親しみと信頼を

与えてくださいました。また、ロータリー活動

をはじめ他団体においても欠かせない人材とし

てご活躍されており、そんな植田さんとは私も

すぐにとけ込むことができました。 

今、振り返りますと沢山の思い出がございます。

出会って間もなく、信太会員と私は植田さんの

お孫さんの七五三に招いて頂く機会がありまし

た。会場では気持ちよく迎えて頂きご家族の方

を紹介してくれました。あの時の幸せそうな顔、

そして余興での鳥羽一郎の歌をうれしそうに皆

に披露している姿は今でも忘れません。また、

何かの集まりにかこつけてはよく一緒に飲みに

行きました。カラオケで、私が下手な歌を歌う

と隣で口ずさみながらよく教えてくれました。

決してけなさず、上手になったねといつも誉め

てくれるそんな優しい方でもありました。 

ロータリー活動では、宮内栄会長年度、私が

幹事を努めさせて頂いたと

き植田さん(写真右)は SAA

でありました。年度初め、

慣れない私たちはより良い

例会運営をするにはどうし

たらいいかとよく話し合い、

時には意見がぶつかりあう

こともありました。そんな

生意気な私にも腹を立てず常に前向きで植田さ

んらしい気配りで例会をスムーズにそして楽し

く進行される姿を見て、私も１年間大変勉強さ
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せていただきました。植田さんは青少年に対す

る想いが誰よりも強く、ローターアクトの活動、

国際交流会等に率先して参加をし、コミュニケ

ーションをとりながら人生の先輩として若者達

に沢山のアドバイスをされておりました。 

また、一昨年の９月にはフィリピンのダバオへ

一緒に支援に行ってまいりました。成田空港で

のセキュリティーチェックでは、ウッカリ安全

靴を履いてきてしまいブザーを何回も鳴らして

しまうようなお茶目なところもあり、皆を笑わ

せてくれる場面もありました。真剣に取り組む

姿、子供のようにハシャぐ姿と、我々を本当に

和ませてくました。あの時また来ようねと約束

した時のことを思い出すと無念でなりません。 

帰国後、検査の末 入院することを聞きました。

入院されてから、私のところへ電話があり、用

件はひげ剃りを買ってきて欲しいということで

す。入院中でも身だしなみを気にかけるほど、

おしゃれな方で私はとてもびっくりしたことを

覚えております。また、闘病中で出席出来ない

ロータリーの例会内容もよく気にかけて、そし

て食べることが出来ないのにお弁当の献立を羨

ましそうに聞いたりと、きっと食べること、飲

むことが大好きだった植田さんにとって一番辛

かったのかもしれません。 

植田さんの、深い友情に感謝し、心よりご冥福

をお祈りします。 

 

 

 
信太秀紀クラブ情報委員長 

早わかり「ロータリーの友」２月号    

今月号の表紙は千葉県野

田市清水公園、白梅と紅梅

のコントラストが見事です。

また反対側の表紙は長野県

木曽郡南木曽町中山道妻籠

宿です。係りの人に火の加減からモデルさんま

で手配していただいた傑作です。 

２２ページは、２０１６年ソウル国際大会の行

われる、高陽の紹介です。「幸州山城」「ラフェ

スタ＆ウェスティンドーム」「一山湖水公園」な

どどれも絶景の写真が連なっております。 

ロータリーをちょっとずつ学ぼう！がテーマの、

パズル DEロータリー」の今月号答えは「ナガイ

ズミ」です。これは米山梅吉翁が、１６歳まで

学んでいた「映雪舎」が静岡県駿東郡長泉村に

あったことからきています。この頃からその成

績のよさが嘱目されます。当時校長が江原素六

であった沼津中学に通い出すと、それまでの漢

学に加え、蘭学、西洋文化など新しい学問に触

れ、その知識欲がさらに膨らんでいきます。そ

のあと１６歳で上京し、二十歳で渡米すること

になるのです。 

 

石毛充国際奉仕委員長 

昨年 11 月に実施しましたダ

バオ盲学校チャリテーコン

サートが地区ホームページ

に掲載されていますので是

非ご覧ください。 

 

 

ロータークト委員会小林昭弘会員 

ロータークトの活動に充て

る目的で書き損じはがき

456 枚集まりました。皆様

のご協力ありがとうござい

ました。 

 

 

 

【出席報告】 

会員総数４３名 

出席計算４２名 出席３２名  

欠席１０名 出席率 76.19％ 

欠席：伊東君・鴨志田君・栢尾君・越川君 

丸山君・宮﨑君・岡根君・白濱君・杉山君 

富永君 

 

【Ｍ Ｕ】 

2/2:銚子東 RC 杉山君 

 

【ニコニコ】 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 20,000 計 ￥ 391,143 

スモールコイン ￥ 2,497 計 ￥  38,775 

米山 BOX ￥  ― 計 ￥  37,334 

希望の風 ￥ 30,000  計 ￥ 234,200 

次週のプログラム（２月１７日） 

「スリランカの現状について」 

米山学友 サジーワニー様 

（元米山奨学生 千葉大学大学院卒業、文学博士） 

 

 

お弁当：あぐり（幕の内） 

 

委員会報告 

 


