
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２８８９号（２０１６年３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 

「地域に根ざした事業展開」 

ＪＡちばみどり 

代表理事組合長 間渕 誠一様 

 

 

前回例会報告（２月２４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：なし 

 

 

 

皆さん

今日は。

日銀が

この 2

月 16日

より、銀

行より

の預け

入れら

れたお金に対して、マイナス金利にする政策を

始めました。詳しいからくりは良く分かりませ

んが、普通、銀行にお金を預けると金利がつき、

預ければ預けるほどお金が増え続けるはずです

が、今度は逆にお金を預けるとお金が減ってい

くという政策です。私が子供の頃、母や父がお

金を貯めなさい、お金を貯金すると預けた以上

にお金が増えて、そのお金で好きな物が買える

と教えられました。今、私たちは子や孫たちに

どの様にこのことを説明したらいいのかわから

なくなってしまいます。また為替も最近まで、

ドルに対して70円近い円高が一年足らずで120

円の円安になり、原油価格も 1 バレル 200 ドル

になると言われたものが、現在 30 ドルまで下が

っています。私たち日々の生活の中で為替や原

油を使った製品が大きく必用になったり、不要

になったりする訳もなく、実需とは関係なく、

一部の投資家が巨額の資金を使って相場を利用

して利益を得ようとしています。株式も本来で

あれば将来有望と思われる企業に投資をして、

その企業に資本参加をして、利益の配当を受け

取ったり、値上がった株式を売却して利益を出

すというものでした。今では思惑だけで株式が

毎日大きく上下して企業の実態とは掛け離れた

ところで取式が行われています。為替や原油価

格、株式相場は実需や実態経済で決まるもので

すが、今では「勝った、負けた」のマネーゲー

ムになっています。なぜこの様な状態になって

しまったのでしょうか。最近「資本主義の終焉」

と言う記事を読んだことがあります。その中で

今、ほんの一握りの人たちが世界中の富のほと

んどを独占し、富の再分配を行うどころか更に

利益を独占しようとしていて、健全な資本活動

ではなく投機的な資金の移動による利益確保を

しようとする。また国家においても巨額の年金

資金や国債を使って利潤を得ようとしている。

このような秩序を無くした現状はもはや資本主

義ではないといった内容でした。私たちロータ

リアンは四つのテストによって職業で利益を得

るのは大いに良いことであると教えられました。

会 長 挨 拶 
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どの様な時代になっても額に汗をして頑張った

人々が報われる様な社会にしなければならない

とおもいます。 

 

 

【週報拝受】鹿島臨海 RC 

1. 2015-16年度 RI表彰受賞者のお知らせ 

2. 第 5回 RAC合同会議のご案内 

3. 日台ロータリー親善会議のご案内（再送） 

4. 次年度米山奨学生世話クラブ決定のお知らせ 

…以上、ガバナー事務所 

5. 特別寄付金明細書ﾌｧｲﾙ共有ｻｰﾋﾞｽについてのｱ

ﾝｹｰﾄ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

6. 御礼状拝受      …習志野中央ＲＣ 

7. 2016年国際ロータリー年次大会（ソウル大会）

参加旅行募集案内 

…東日観光㈱ 

【例会変更】 

八日市場ＲＣ 

3月 15日(火)休会 12日(土)移動例会家族会に振替 

3月 29日(火)定款第 6条第 1節(Ｃ)により休会 

 

 

◆結婚記念日 

丸山 泰典会員(2月 18日) 

◆入会記念日 

伊藤 浩一会員(2月 23日) 

◆創業記念日 

小田島國博会員(2月 21日) 

 

 

 
☆宮内 清次会員 

 

今日は卓話をさせていただ

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 年３月のロータリーレート 116 円 

 

 

 

 

「I・M に参加して」 

島田 洋二郎会員 

年は早いもの

で、杉山ガバナー

補佐年度のＩＭ

が太陽の里で開

催されたのがつ

い最近のように

思われます。私は

当日懇親会まで

司会をさせて頂き、昨年の今頃、ＩＭの報告書

の作成に取り掛かっていたので余計にそのよう

に感じられるのかもしれません。 

 ＩＭとは、主にガバナー補佐が主催し、ロー

タリーについて、社会全般について、その時節

問題になっていることを話し合う、また、講演

という形で貴重なお話を聞いて考えること、ま

たもう一つの大きな目的として分区の会員相互

の交流と親睦が有ります。ですから必ず懇親会

が併設されて開催されるのが常です。 

 杉山年度の IM は、「親睦」をテーマに、織田

悦子様(故織田 PG 令夫人)による家族から見た

ロータリーと親睦についてのご講演、そして会

長エレクトの皆様によるパネルディスカッショ

ンという内容でした。 

 今年は、銚子東 RC の最年長でいらっしゃる

宮内宗一様による「私の職業奉仕とロータリー」

をテーマとして、これまでの宮内様のご自分の

お仕事を通してのご経験を踏まえての貴重なお

話を聞かせて頂きました。 

 今年の IM のなかで、一つ気になったお話が

有りました。それは次年度ガバナー補佐、八日

市場 RC の鈴木勝彦様の紹介を黒田ガバナー補

佐がされる中で触れられたことなのですが、地

区は分区の区割りの見直しを考えているという

ことでした。２７９０地区は現在第３分区Ａ・

Ｂを加えて実質１４分区に分かれています。そ

の中でクラブ数が一番少ない分区が私共の第７

分区と、佐原、小見川、多古、佐原香取ＲＣの

第８分区です。そして一番クラブ数が多い分区

がやはりお隣の第６分区(横芝・東金・茂原・大

網・大原までの範囲) 

で９クラブあります。お話通り分区の区割りの

見直しが事実とすればこの隣接する３分区もそ

の中に含められる可能性があるのではと考えま

す。 

 地区は分区の区割りもそうですが、組織の簡

会員の記念日 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

卓  話 

 

幹 事 報 告 
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素化、ガバナー事務所の常設化など様々な改変

を進めているようです。クラブとしては、これ

まで先輩方が築かれてきた伝統を大切にしなが

ら、それらに適応していかなければならないと

思います。 

 

宮﨑 裕光会員 

 

最近インターシテ

ィーミーティング

（以下Ｉ・Ｍ）は

欠席が多く、何年

か振りに参加しま

したら例会で報告

するようにという

ことでした。 

今年のＩ・Ｍは黒田ガバナー補佐を輩出してい

る銚子東ロータリークラブが主催クラブとして

行われましたが、ガバナー方針とは言え年２回

のＩ・Ｍ開催は私の経験でもあまり例がないこ

とだと思います。 

一連のセレモニーの後、基調講演として銚子東

ＲＣの宮内宗一会員のお話を拝聴いたしました。 

内容としては、戦時中の話から現在の職業であ

る鉄工所の経営に従事するまで、銚子商工会議

所議員～会頭、ロータリークラブ会員となり現

在に至るその間、鉄鋼神社建立に尽力されたこ

と、銚子機械金属工業会を設立し永年にわたり

会長をお勤めになったこと、またロータリーク

ラブの思い出の一つに「バーミンガム国際大会」

に参加した時の経験談なども話された。 

ロータリアンになっての心構えとして顧客最優

先としながら、自社の技術に磨きを賭け社会に

貢献していきたいという職業奉仕の一端も話さ

れた。 

基調講演が予定より早めに終わったため、次の

式次第の「各クラブ次年度会長予定者」にスピ

ーチを長めにとお願いし、時間配分のバランス

をとりましたが、さすがに会長予定者だけあっ

てそれぞれ機転の利いたスピーチだったと思い

ます。 

例年のＩ・Ｍはテーマを決め、テーブルごとに

討論をして発表という形式が多かったようです

が、今年はただ基調講演を聞くだけという、や

や緊張感に欠けたＩ・Ｍだったことは否めない

気がします。 

ただ、その後の懇親会はハワイアンダンスの披

露や、当クラブからも有志が友情出演し、どち

らが主催クラブか分からないほど非常に賑やか

に行われ、第７分区会員同士久し振りにお会い

する方も多く、有意義な交流に場となりました

ことをご報告申し上げます。 

 

宮内 清次会員（国際奉仕委員） 

 

2015～2016 年度Ｉ

Ｍが２１日（日曜日）

７８名の会員を集め

て犬吠埼ホテルで盛

大に開催されました。

以下はホストクラブ

銚子東クラブ会長藤

崎一成氏の当日の歓

迎のご挨拶です。時局を得た内容もさる事なが

ら会員を迎える準備の心構えに接し心が温まり

ます。私の感想は文末に壱行 

歓迎の言葉 
銚子東ロータリークラブ会長藤崎 一成 

本日、ここ銚子の地に第七分区の皆様にお集

まり頂き、本年度二回目の IMが盛大に開催でき

ましたこと、喜びに堪えぬものであり、心より

歓迎を申し上げる次第であります。皆様方にお

かれましては遠路はるばるお運び頂き、誠にあ

りがとうございます。 

今年度は我ら銚子東 RC がホストクラブを承

っておりますが、何分にも不慣れな為、様々な

不行き届きの点もあろうかと存じますが、ロー

タリーの友情に免じてご寛容頂ければ幸いです。 

さて、現在 NHKの朝の連続テレビ小説にて「あ

さが来た」が放映されております。 

 その中で女優の波留さん演じる「あさ」は日

本女子大学の設立や大同生命の創業にも深く関

わった広岡浅子をモデルとしておりますが、実

は広岡浅子はロータリークラブとも深い関係が

あることがわかったので、本日、この場をお借

りして皆様にご紹介申し上げたいと思います。 

この事実を知ることになったきっかけは、昨

年秋、本ドラマが開始される前に宮内博分区幹

事に広岡浅子や加島屋に関する諸資料をお送り

していたことに端を発しております。 

 私がお送りした資料を読み込んだ宮内分区幹

事は「関西地方におけるロータリーの原点たる

大阪ロータリークラブの初代会長は星野行則と

いう人物であり、この星野氏の勤務先こそ浅子

が設立した“加島銀行”であった」と衝撃的事

実を教えて下さいました。 

それまで星野行則という人物を知らなかった

私は様々な資料を調べていったところ、星野氏

は大阪ロータリークラブの発足を成しただけで

なく、その後、昭和２６年にはガバナーも務め
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た人物であることが分かりました。 

 当時は日本全国が RI 第６０地区という括り

で一つになっていたことから、星野氏のガバナ

ー公式訪問は日本全国７５クラブを８２歳とい

う高齢をものともせず、単身カバンひとつで行

脚したと伝えられております。 

また、私達が今、購読しているロータリーの

友の創刊にも深く関わり、第一回目の準備会の

幹事役を務めたことも判明し、日本のロータリ

ーの歴史において星野行則は無くてはならない

人物であったことが分かって参りました。 

 何より驚いたことは、この星野行則を加島銀

行にスカウトした人物こそ広岡浅子その人だっ

たことであります。 

そして浅子と星野行則との出会いは大変興味深

いものでした。 

 当時、浅子は自分の娘を女学校に通わせてお

りましたが、その女学校にて星野行則の夫人、

須磨子さんが舎監を務めていたのです。 

 そこで須磨子夫人の人柄に接する中に浅子は

「このような素晴らしい女性の夫もきっと立派

な人物に違いない」と見込みました。 

 そして須磨子夫人に対し「あなたのような方

のご主人ならば立派な人に違いない。是非、広

岡家を助けてほしい」と懇望したことで星野行

則の実業界入りが成されたのであります。 

思うに娘の学校の舎監の人柄にまでくまなく

目を配り、未だ会ったこともない夫の人物像に

まで思いを馳せては、その力量を見抜き、星野

行則という大人物を見つけ出した浅子の人材発

掘の精神には脱帽の他はありません。 

 浅子が四六時中、事業のことを考え「優れた

人物を登用したい」との思いに立っていたこと

が窺い知れるエピソードだと思います。 

 このことはロータリーの会員増強の観点から、

また自社の人材確保の視点からも示唆に富んだ

事例なのではないでしょうか。 

歴史に「もし」はあり得ませんが、浅子が星

野行則という人物を見つけ出し登用していなか

ったら、大阪ロータリーの初代会長・星野行則

は誕生しておらず、日本のロータリーの変遷も

今とは違う方向で進んでいたのかもしれません。 

 その意味から日本のロータリーの種は広岡浅

子の貪欲なまでの人材発掘の精神から始まった、

とも言えるのではないでしょうか。 

結びにあたり、本日ご列席の皆様方のますま

すのご健勝と御事業の繁栄を御祈念申し上げ、

ホストクラブを代表しての歓迎のご挨拶に変え

させて頂きます。          以上   

この挨拶文を会員４３名にお配りしました。誰

かが公衆の場所へ置き忘れる、或いは落とす。

風に舞ってゴミになるか、誰かに拾われて読ま

れる。読んだ人はどんな感想を持つだろうか、

藤崎会長の期待に応える為には浅子「あさ」に

拾ってほしいと思う。 

「宮一畜産」会長 宮内清次 

 

 

 

 
マルチプル・ポールハリス・フェロー(2 回目) 

第 2 回米山功労者 

宮内龍雄会長 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

信太直前会長より認証章を受ける宮内龍雄会長 

 

 

 

日時：2 月 21 日(日) 点鐘 13 時 

会場：犬吠埼ホテル 

ホスト：銚子東ＲＣ 

 

 

表  彰 

 

国際ロータリー第 2790 地区 

第 7 分区 ２ｔｈ 

ＩＮＴＥＲ ＣＩＴＹ ＭＥＥＴＩＮＧ 
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主催者：黒田ガバナー補佐（東ＲＣ）ご挨拶 

 

 

 

 

 
 

 

 

基調講演：「私の職業奉仕とロータリー」 

銚子東ＲＣ宮内 宗一会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各クラブ次年度会長スピーチ 

島田洋二郎銚子ＲＣ次年度会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次年度会長幹事紹介 

 
 

杉山俊明直前ガバナー補佐へ感謝状贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

懇親会 

銚子ＲＣ有志による余興『歌謡ショー』 
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【出席報告】 

会員総数４３名 

出席計算４１名 出席２５名  

欠席１６名 出席率 60.98％ 

欠席：青野君・伊東君・栢尾君・越川君 

松本君・丸山君・宮内(秀)君・白濱君・杉山君 

櫻井(公)君・高瀬君・田中君・富永君・遠山君 

高橋宏明君・内田君 

 

【Ｍ Ｕ】 

2/21:I・M １００％全員登録 

石毛君・加瀬君・金島君・鴨志田君・松本君 

宮内(秀)君・宮内(龍)君・宮内(清)君・宮﨑君 

大岩君・坂本君・櫻井(公)君・佐藤君・信太君 

島田君・杉山君・髙木君・高瀬君・高橋宏明君 

内田君 

(参加 20 名) 

 

【ニコニコ】 

 

台湾地震義捐金  

25,000 円地区へ送金しました。 

国際奉仕委員長 石毛 充 

 

職業奉仕について 

 

猿田 正城会員 
 

職業奉仕とは、ロータリ

ー活動により学んだ奉仕

の理念を自分の職業に生

かし、その質を高めて社

会に貢献することである

と考えています。 

 今から 8年前、例会で

大岩会員から、2枚の印刷物をいただきました。

それは時の白鳥ガバナーがネットに掲載した就

任メッセージでありました。その中に私の言葉

が紹介されていたのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは「宮司の言葉集」という私の本に載って

いるものです。しかしこれは職業奉仕ではなく、

その奥にある私の職業感であります。  以上 

 

 
 

ニコニコ BOX ￥ 3,000 計 ￥ 407,143 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥  41,485 

米山 BOX ￥ 2,154 計 ￥  43,238 

希望の風 ￥ ―  計 ￥ 234,200 

四つのテスト 

  言行はこれに照らしてから 

  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 

１．人生の最大の栄誉は、やりがいのある仕

事に、力を尽くす機会を与えられること

である。つらい仕事の中にも、喜びを見

い出すことが、人間の英知である。 

 

２．人間は生きるために働いているのではな

く、働くことによって生きる喜びを与え

られているのである。 

 

３．他人の嫌がる仕事を黙ってする人間、そ

の存在価値は高い。 

 

猿田神社宮司 猿田正城様の辞であります。 

ガバナー白鳥 政孝 

次週のプログラム（３月９日） 

「第 7 分区ローターアクトの現状」 

 千葉科学大学ローターアクトクラブ 

会長 福留 哉太様 

 

 

お弁当：入船（幕の内） 

 


