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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 

「お花見移動例会」 

猿田神社 北側駐車場ロータリー憩いの森 

 

 

前回例会報告（４月６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： 

銚子市 総務市民部 市民課 飯森 美千代様 

（卓話者） 

米山奨学生 金 秀斌様 

 

 

皆さんこんにちは。皆さ

ん、最近笑っていますか。笑と

健康の関係を 65 歳以上高齢者

の男女 2 万人以上を対象に分

析した東大大学院の近藤尚巳

准教授（保健社会行動学）によ

ると、「脳卒中の治療中か後遺

症がある」と答えた人で、日々

の生活でほとんど笑わない人とほぼ毎日笑う人を

比べると、笑わないという人の割合が 1.6 倍高か

った。また、ほとんど笑わない人で、現在の健康

状態が「あまり良くない」又は「良くない」と答

えた人は良く笑う人よりも男性で 1.54 倍、女性は

1.78 倍多かった。あまり知られていませんが、若

くて健康な人の体にも 1 日 3000～5000 個ものが

ん細胞が発生しています。これらのがん細胞や体

内に侵入するウイルスなど、体に悪影響を及ぼす

物質を退治しているのが、リンパ球の一種である

ナチュラルキラー（NK）細胞です。人間の体内に

は NK 細胞が 50 億個もあり、その働きが活発だ

とがんや感染症にかかりにくくなると言われてい

ます。私たちが笑うと、免疫のコントロール機能

をつかさどっている間脳に興奮が伝わり、情報伝

達物質の神経ペプチドが活発に生産されます。 

“笑い”が発端となって作られた”善玉”の神経

ペプチドは、血液やリンパ液を通じて体中に流れ

出し、NK 細胞の表面に付着し、NK 細胞を活性化

します。その結果、がん細胞やウイルスなどの病

気のもとを次々と攻撃するので、免疫力が高まる

というわけです。逆に、悲しみやストレスなどマ

イナスの情報を受け取ると、ＮＫ細胞の働きは鈍

くなり免疫力もパワーダウンしてしまいます。 

ただ、免疫力は強ければよいものではありませ

ん。リウマチや膠原病など自己免疫疾患と呼ばれ

る病気は、免疫システムが体に悪い影響のある物

質だけでなく自分自身の体まで攻撃することで引

き起こされます。 

実験を行ったところ、”笑い”にはこうした免疫シ

ステム全体のバランスを整える効果があることも

明らかとなりました。つまり大いに笑えば、がん

やウイルスに対する抵抗力が高まり、同時に免疫

異常の改善にも繋がるのです。「笑う門には福来る」 

我らロータリアンも伝統と品格を落とさない程度

の「おバカ」をやって大いに笑い、たくさん長生

きをしましょう。 

 

第１０回定例理事会 

１）4 月 5 月 6 月プログラムの件  …承認 

２）花見移動例会の件       …承認 

３）地区研修・協議会の件     …承認 

会 長 挨 拶 

 

理事会報告 
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４）親睦旅行の件       …継続審議 

５）木曽新入会員ｶｳﾝｾﾗｰ・所属委員会の件 

…承認 ｶｳﾝｾﾗｰ：坂本会員 親睦活動委員会 

６）サウスダバオＲＣとの友好クラブの件 

…継続審議 

７）出前教室の件       …継続審議 

８）クラブ内規変更の件      …承認 

９) 嵐の灯台再編集と出版配布の件 

               …継続審議 

10) ｲﾙｶｳｵｯﾁﾝｸﾞ安全祈願・新社屋落成式の件 

…承認 

11) 旭ＲＣ５５周年記念例会の件   …承認 

 

 

【週報拝受】小見川 RC、銚子東 RC、鹿島臨海 RC 

1. 4月 12日 ﾎﾟﾘｵ国際ﾗｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙのご案内 

2. 青少年奉仕月間リソースのご案内 

3. フェアウェルパーティのご案内 

…以上、ガバナー事務所 

4. 地区研修・協議会の登録について 

…ガバナーエレクト事務所 

5. DL 養成講座（ご案内) 

…地区 RLI推進委員会 委員長 諸岡靖彦様 

 

 

◆誕生日おめでとうございます。 

宮内秀章会員(4月 2日) 

一年経つのがとても早く感じ

られるようになってきました。

時間を大切に過ごしていきた

いと思っています。 

 

 

◆入会記念日 

丸山泰典会員(4月 3日) 

桜井広和会員(4月 5日) 

 

◆創業記念日 

大里忠弘会員(3月 31日) 

坂本尚史会員(4月 1日) 

白濱龍興会員(４月) 

 

 

 
☆飯森美千代様（卓話者） 

この春は 3人の娘が揃って進学

しました！ 

 

 

 

☆坂本 尚史会員 

新入会の木曽学長、米山奨学生

の金君をご紹介します。よろし

くお願いいたします。 

 

 

 

☆田中 英子会員 

4月 4日に息子が大学に入学し

ました。これで大学受験は終了

です。社会人になるまでもうひ

とふんばり親子共々がんばり

ます。 

 

 

 

「戸籍の話」 

銚子市総務市民部 市民課  

戸籍班 飯森 美千代様 

今日は市民課の

窓口でご質問の多

い項目を中心にお

話しさせていただ

きます。 

○戸籍とはどうい

うものか 

 日本人（日本国

籍のある人）である以上、必ず戸籍があります。

戸籍があるということは、日本人であるという証

明です。 

戸籍にはその方の氏名、出生の年月日、実父母、

養父母などについて書かれています。 

そのことを証明するのが、一般に戸籍謄本などと

いわれる証明書です。 

戸籍制度は日本独特のものです。古くからの「家

制度」に基づき、戸主を筆頭者としてその家族を

記録したものが始まりです。戸籍がある場所を本

籍と言います。 

〇本籍と住所は違う 

 本籍と住所の地番について、一般の人は区別が

つきにくいようです。窓口ではご自分の住所を記

載される方が多いです。住所は「住んでいる場所」

で、本籍は「戸籍のある場所」と、まったく別の

物になります。 

○戸籍の単位 

戸籍の単位は、夫婦と未婚の子供で構成されて

いて、親子三代、つまり、祖父母と孫が同じ戸籍

の中に入ることはありません。子どもは結婚など

した場合は、必ず親の戸籍から離れ、独立して新

しい戸籍を作ることになります。 

会員の記念日 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

卓  話 

 

幹 事 報 告 
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○戸籍謄本と戸籍抄本 

 戸籍謄本と抄本の違いは何ですか。というのも

多いご質問です。 

「謄本」は全部の写し、「抄本」は一部の写しと

いう意味で、戸籍の中の全員分を証明したものが

戸籍謄本、一人分又は二人分といったように一部

の人のみ証明したものが戸籍抄本です。今はコン

ピュータ化されている市町村がほとんどですので、

謄本は「戸籍全部事項証明書」抄本は「戸籍個人

事項証明書」と言います。 

○戸籍謄本などの請求先 

戸籍謄本などは、本籍地の役所へ請求すること

になります。つまり、銚子市役所に請求できるの

は、銚子市に本籍がある方だけです。しかし、戸

籍は郵送でも請求できますので、遠方に戸籍があ

る方でも、その場所に行かなくては戸籍が取れな

いわけではありません。 

○戸籍の附票 

戸籍には住所を書く欄はありません。そこで、

戸籍には、本人の住所の移り変わりを記録した附

票というものがつけられています。 

○子どもの名前 

戸籍には漢字に振り仮名はふられていません。

以前は素直に読む名前が多く、漢字を拝見すれば、

読み方が想像できましたが、最近のお子様のお名

前は趣向を凝らしたものが多く、戸籍を記載する

際も、こう読ませるのかと感心してしまいます。

子の名に使える字は決まっていますが、読み方に

制限はありません。これからもいろいろなお名前

が登場することでしょう。 

○国際結婚と戸籍 

銚子にも外国人が多く住むようになり、外国人

と結婚する方も増えました。多いのが中国、フィ

リピン、タイですが、韓国、モンゴル、ミャンマ

ー、ブラジルなど国も多岐に渡るようになりまし

た。 

結婚しても外国人が日本人として戸籍に記載さ

れることはありませんが、結婚した相手の日本人

の欄に、配偶者として氏名と生年月日、国籍が記

載されます。 

 普段の生活には馴染みの薄い戸籍ですが、いざ

婚姻等の届け出や相続で必要になった時は市役所

に聞かないとよくわからないと思います。ぜひお

気軽にお問合せください。本日はありがとうござ

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木曽  功会員 

 
事業所：千葉科学大学 

学長 

職業分類：大学 

所属委員会：親睦活動委員会 

 

 

 

 

 

 

金
キム

 秀斌
ス ビ ン

さん 

千葉科学大学 

危機管理学科４年 

 

 

 

 

 

 
信太秀紀クラブ情報委員長 

早わかり「ロータリーの友」４月号 

今月号の表紙は、長崎県の西海

国立公園を走る、「海賊遊覧船未来

号」です。小さな入り江でもすばやく

反転するところが魅力で、遊覧船と

しては日本初の電気推進遊覧船で

もあります。 

また、ｐ18 には１昨年、銚子ロータリークラブでも訪問

した、 米山梅吉記念館が特集されております。今年

は翁の没後７０年にあたり、２０１８年は生誕１５０年、そ

して、２０１９年には記念館創立 50周年を迎えるそうで

す。さらに、ｐ２９右上の写真には第２７９０地区の地区

大会で、刀剣愛好会での刀に夢中になる宮内龍雄会

長の雄姿が写っています。今月号の「パズルでロータ

リー」の解答は「ラシーン」です。これはポールハリスが

生まれたウィンスコンシン州ラシーンの町を指していま

す。ｐ7 には兵庫県西宮恵美寿ロータリークラブの例

会に、感情認識機能のある人型ロボット、ペッパー君

が訪れたという話題です。人工知能による楽しい会話

が続いた後、「本日の卓話はペッパー君！」と言うと

「はーい！」と返事をして、お話だけでなく歌や踊り朗

読を披露、例会終了後はペッパー君を囲んで楽しい

会話が進みました。 話しかけたことに答えてくれるば

かりじゃなく、声をかけなくてもペッパー君が話題を考

え話しかけてくれることにメンバーはすっかり驚いてい

たそうです。 

入 会 式 

 

委員会報告 

 

米山奨学生紹介 
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職業奉仕について                        

 

小田島 國博会員 
 税理士業務を昭和 44 年 2 月
に開業し、数年後にはコンピュ
ータシステムの導入が、会計事
務所には必要不可欠なものであ
ると感じ、ＴＫＣ（現在一部上場）
グループに参加しました。 
ＴＫＣグループの基本理念は

「自利利他」です。「自利とは利
他をいう」と読み、「自分の本当

の利益は、他人
ひ と

の利益を図ることの中にある。」という
意味で用いられています。 
「自利利他」という言葉の由来は、栃木県那須にあ

る雲巌寺の住職であった植木義雄老師の墨跡であ
る、 

“慈悲忍耐の衣を着て 

和敬清寂の家に住み 

自利利他の行に励む“ 

昭和 2７年 12月 20日 82翁  植木義雄(洛款) 
 
の中に含まれる 4文字によると言われています。 
 私がＴＫＣ入会式に出席した折、ＴＫＣ創始者飯塚
毅会長の奥深い人生論を聞き感銘し、それ以後、職
業奉仕に通じている自利利他の習得に努めてきたつ
もりです。 
 そして、昭和 54 年 4 月に銚子ＲＣに入会しました。
当時は、医師、金融機関、漁業、製造業、卸売業、小
売業、サービス業等を代表する方々が大勢いて、銚
子の勢いを見る思いでした。 
現在、私はロータリークラブに在席して約 38年にな

ろうとしています。 
 しかし、先月配付された、「ロータリーの友 3月号」の
38 頁に、ロータリーに関する 30 問の質問に対して、
2790 地区の櫻木英一郎ガバナーが、全部ＮＯという
答えを出されていました。そして、「皆さんの考えはど
うですか？」という文章が掲載されていました。その中
の職業奉仕に関する質問を抜粋すると、 
●職業奉仕はロータリーの金看板か？ 
●ライオンズに職業奉仕の理念はないか？ 
●ロータリーは職業奉仕が基本か？ 
●｢決議 23-34｣は職業奉仕を述べていたものか？ 
●会員は職業を持たなければならないか？ 
●1業種 5人の前は 1業種 1人であったか？ 
●会員は業種の代表として選ばれたか？ 
●職業分類という言葉のままでよいか？ 
以上が職業奉仕に関する項目でした。 
 入会時、私は、懸命にロータリーの理念を理解しよう
と、ロータリーに関する書物を読んだり、先輩の意見を
聞いたり、時には忠告を受けたりしました。 
すべてが自分の未熟さと人生経験の浅さからくる理

解不足と痛感しました。 
しかし、30 問の質問に対しても、3 割くらいはＹＥＳ

かＮＯかと迷いました。それは、ロータリーを絶対視す
る潜在的意識があるからと思いました。 

私が会長の時、4 年に 1 度の規定審議会のアンケ
ートがあり、何でもありのアンケートだと思いました。そ
の中から、時代に適合した良識的で社会環境に合っ
て、かつ、会員に受け入れ可能なものが採択され、ロ
ータリーの行動規範になっているのだと思っていま
す。 
しかし、77 歳の現在、今日までの活動を生かし、自

分なりの職業奉仕のみでなく、奉仕すべきもの、夫婦、
家族、職場、会社を取り巻く関係者そして社会に対し
て、「寛容」という寛大な気持ちで当たることが、一番
大切であることが判ってきました。 
しかし、人間には自我（エゴ）があります。自我は、

寛容と相反するものなのです。 
だから「自我を小さく、寛容を大きく」という、バラン

ス感覚を養い、今後もロータリーの奉仕活動を通じて、
大勢の方々と、明るく楽しい活動を続けて参りたいと
思っています。 

 

【出席報告】 

会員総数４１名 

出席計算３８名 出席２７名  

欠席１１名  出席率 71.05％ 

欠席：青野君・伊東君・堀米君・栢尾君 

越川君・岡根君・大里君・白濱君・杉山君 

富永君・高橋宏明君 

 

【Ｍ Ｕ】 

4/5：銚子東 RC 堀米君 

4/6：春の全国交通安全運動出発式（１２名） 

石毛君・上総君・宮﨑君・宮内(龍)君・越川君 

大里君・大岩君・猿田君・佐藤君・櫻井(公)君 

田中君・高瀬君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ニコニコ】 

ニコニコ BOX ￥14,000 計 ￥ 500,713 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥  49,496 

米山 BOX ￥ 2,347 計 ￥  51,245 

希望の風 ￥24,000    計 ￥ 283,200 

次週のプログラム（４月２０日） 

「新入会員卓話」 

  木曽 功会員 

 

お弁当：大新（幕の内） 

 

 

 

 

 

 

 


