
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２９０１号（２０１６年６月１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 

「親睦活動月間に寄せて」 

櫻井 公恵会員 

 

前回例会報告（５月２５日） 

点      鐘：宮内 龍雄会長 

ロータリーソング：それでこそロータリー 

ビジター紹介：なし 

 

 

 

 

 

皆さん今日は。私事ですが、この二週間原因

不明のしゃっくりに悩まされました。皆さんも

しゃっくりはたまに出ると思いますが、さすが

に二週間も続くと大変でした。始め近所のクリ

ニックで診察を受けて、薬をもらいましたが、

一週間経っても止まらず、仕方なくクリニック

で紹介状を頂き、旭中央病院に行ってきました。

担当は若い女医さんで、しゃっくりは横隔膜の

痙攣で起きますが、その痙攣の原因は解らない

とのことで、取りあえず、胸の CT と脳の MRI

をとることになりました。結果は来月の 6 日に

分かるそうです。その後 3 日後ぐらいに嘘のよ

うにしゃっくりはピッタリと止まり、今は全く

出ていません。一体何だったのでしょうか？し

ゃっくりがずっと続いている間いろいろな事を

考えてしまいました。何か悪い病気にでもなっ

ているかも、悪性の癌になっていたらなどなど。 

 先日のある新聞に新たな仕組みで癌細胞を破

壊する抗

がん剤「オ

プジーボ」

（一般名

ニボルマ

ブ）と言う

新薬が認

可された

記事を読みました。オプジーボは大人（体重 60

㌔）一回 133 万円の費用がかかる。二週間おき

に点滴を受けると、一人で年約 3460 万円にな

るそうです。我がクラブの前パスト会長の場合、

体重から計算すると年数億円の費用がかかると

見積もられます。この新薬は昨年 12 月から使え

るようになり、肺がんの一種の「非小細胞肺が

ん」で手術ができない患者は国内で少なくとも

年間 5 万人はいるそうです。もしその新薬を全

員に使えば約 2 兆円の資金が必要となります。

２兆円と言えばあの幻となった新国立競技場が

8 個も作れてしまう巨額な額です。その「オプ

ジーボ」も夢の薬ではなく、治癒率は 2 割程度

の効果しかないそうです。今後も「オプジーボ」

のような高額薬が続々と登場するはずです。現

在、日本の年間薬剤費は約 10 兆円、このままで

行けば、国も個人も薬価で破たんしてしまいま

す。皆さんがもしこの様な高額治療を受けざる

得ない場合はどうしますか？私の場合は、延命

治療は拒否して、もしできるなら真っ赤なフェ

ラーリを買って銚子駅前をブイブイ言わせたい

と思います。そんなことを考えさせられた 2 週

間でありました。 

会 長 挨 拶 
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1)千葉科学大学留学生交流会分担金の件 

…承認 

2)永澤新入会員カウンセラーの件 

…承認  ｶｳﾝｾﾗｰ：大里忠弘会員に決定 

 

 

 
銚子ロータリークラブ・クラブ細則第17条「改正」 

に基づき、本例会にて諮ったところ全員一致で承

認。 

 なお、改正の概略は以下の通り。 

第１０条委員会 第６節 

第１１条 第５節(a) 青少年委員会 

            ↓ 

青少年奉仕委員会 

 

 

 

【週報拝受】小見川 RC 

1. メールアドレス変更のご連絡

(八千代 RC) 

…以上、ガバナー事務所 

2. 2016-17年度 資料書式ダウンロードについて 

…以上、ガバナーエレクト事務所 

3. 会報送付の御礼 

…地区社会奉仕委員長山下 清俊様 

【例会変更】 

千葉科学大学 RAC 

5月 26日(木)点鐘 6時→6時 30分に変更 

小見川 RC 

6月 22日(水)移動例会さよなら例会丸山旅館 

点鐘 18時 20分 

 

 

 

◆創業記念日 

加瀬貞治会員(5月 20日) 

 

 

 

☆大ニコニコ宮内翁龍雄会長 

 

昨日、長女が無事女の子（次女）

を出産しました。我が家では

60年間男の子が生まれていま

せん。 

 

 

 

 

 

「親睦旅行に参加して」 

石毛 充会員 
今回 5 月 21 日のロータ

リークラブ親睦旅行に、夫

婦で参加させていただき

ました。私達は、佐原の道

の駅から乗車しました。こ

こが 1度目のトイレ休憩だ

ったようで、ご参加の皆さ

ん休憩に下車なさいましたので、ご挨拶をさせ

ていただきました。 

銚子を出発して 1 時間足らずのはずなのに、

すでにほろ酔い気分の方々も見受けられました。 

佐原を出てすぐに「トイレ、トイレ」との声が

上がり今度は神崎の道の駅でまた休憩。そして

神崎 IC から園央道へ入りしばらくするとまた

「トイレッ」の叫びが……。さすがの櫻井親睦

委員長も心なしか笑顔が引きつってきたような

…。「トイレは 15分前に申告してくださいね～」

と何度も声掛けをしておられました。 

車中お酒がほどよく回り、次年度会長や幹事

の課題なども話題になり、諸先輩方からいろい

ろとご指導ご鞭撻を賜ることができ、とても貴

重な時間となりました。不安も多々ありますが、

先輩の皆様のご教授を頂戴しながら、精一杯頑

張って乗り切ろうと決意を新たにしました。 

 そうこうしているうちに最初の見学地である 

「竜神の大吊橋」へ着きました。今の季節は   

緑鮮やかな山々に囲まれ、さわやかな空気をた

っぷり堪能できました。紅葉に色づいた季節に

もぜひ訪れてみたいと思いました。吊り橋を渡

ってみますと、足元に四角く透明のパネルをは

め込んでいて、橋の真下でバンジージャンプを

している人達がいました。私はあまりの高さに

足が震えてしまいました。ぶら下がっている人

はとても楽しそうでしたが…。ちなみにバンジ

ージャンプは 1回 15,000円だそうです。私はた

とえお金を頂けたとしても、絶対にやりたくな

いですね。 

 竜神大吊橋は、茨城県の奥久慈県立自然公園

の竜神峡に広がる V 字型の美しい渓谷の中を流

れる竜神川をせき止めたダムの上に掛けられた

吊橋です。全長 375 メートルもあり、歩行者用

の橋として本州一の長さを誇ります。ちなみに

日本一の吊橋は静岡県三島市にある三島大吊橋

－通称「三島スカイウォーク」だそうで、全長

400 メートルもあるそうです。さて吊橋を後に

会員の記念日 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

卓  話 

 

細則変更 

 

臨時理事会報告 

 

幹 事 報 告 

 



−3− 

し、次は那珂市の木内酒造での昼食となりまし

た。ここで櫻井親睦委員長の大学生になるお嬢

さんと妹さんご夫妻が参加くださり、にぎやか

においしいお昼をいただきました。 

こちらの名物は、水を使わず酒だけで打った十

割蕎麦だそうですが、車中から引き続きレスト

ランの席についてまで、また日本酒を飲み始め

てしまって、お蕎麦のうまさが今一よく味わえ

ず、ちょっぴり残念でした。 

 また、今回は丸山会員はお母様とご一緒に参

加でした。可愛らしいお母さんで、陽気で楽し

いそのお人柄がとても魅力的でした。丸山会員

とお母さんの様子がとても良い関係なのが伝わ

ってまいりましたので、今度私も母親を誘って

みようと思いました。 

 お腹もいっぱいになり、さて次はどこかとい

うと予定では「ひたち海浜公園」だったのです

が、お昼を堪能しすぎたせいで全員動けず     

飛ばして「かねふくめんたいこパーク」へと向

かってしまいました。 

ここで生めんたいこを試食し、おみやげを買

いまくり、櫻井委員長の妹さんご夫妻ともお別

れし、帰路につきました。帰りの車中は疲れの

せいか、はたまたお酒のせいか、みなさん爆睡

状態でとても静かでした。 

 私たち夫婦も普段仕事に追われ、共に出かけ

る機会も少ない近頃でしたので、一日ゆっくり

と日常を離れ、とても楽しく過ごすことが出来

ました。櫻井親睦委員長、ご参加の皆さん、楽

しい一日を本当にありがとうございました。 

 

小林 昭弘会員 
櫻井親睦委員長の素晴ら

しい企画のもと、5 月 21 日

土曜日親睦家族旅行にロー

タリアン１１人と、石毛会員

の奥様、丸山会員のお母様、

現地で櫻井委員長のご家族

と合流して行ってまいりま

した。その報告を兼ねまして卓話をさせて頂き

ます。家族親睦旅行は今回が初めてで、昨年は

日程が合わず、親睦委員なのに参加できません

でした。今年こそはという思いと、櫻井委員長

の皆さんへの懸命なお声掛けに、躊躇なく出席

の返事を出しました。旅行当日集合場所の市役

所から、バスに乗り込み、十数人ということも

あり、中型バスのサロンカーで、参加者全員が

一体感のあるとても良い雰囲気のなか出発とな

りました。佐原の道の駅で石毛会員、奥様と合

流し目的地へ向かいました。車中、先輩方と色々

な話をしながら過ごしたのですが、あっという

間に時間が過ぎてしまい、バスの中もとても楽

しい思い出となり、先輩方に感謝しています。

最初の見学場所の竜神の大吊り橋茨城県常陸太

田市の竜神大吊橋は高さが 100m、長さは 375m

あり歩行者専用の橋としては本州一の長さを誇

るそうです。続いて木内酒造な嘉屋さんで昼食

です。ここで親睦委員長のご家族と合流しまし

た。お店自慢のお酒だけで打った十割そばと、

コースメニューをとても美味しく頂きました。

酒造ということもあり私たちのテーブルは、食

事はもちろんお酒の方も進みたいへん盛り上が

りました。帰りに、めんたいパークでお土産を

買い帰路につくといった感じでした。一番印象

に残ったのは、やっぱり家族親睦旅行だけあっ

て石毛会員の奥様や櫻井親睦委員長のご家族、

丸山会員のお母様の笑顔でした。特に丸山会員

がお母様と並んで歩いている姿は、家族親睦旅

行そのもので、とても心が和みました。日帰り

旅行ではありましたが、とても思い出に残る旅

となりました。ありがとうございました。 

 

御 礼                                  

櫻井公恵 親睦活動委員長 

多くの皆様のご都合に合わ

せてスケジュールが組めなか

ったことをお詫び申し上げま

す。ご参加いただいた皆様、

お忙しいなかの丸１日をあり

がとうございました。 

お昼にお世話になった「な

嘉屋」様は木内酒造様経営のおしゃれなお蕎麦

屋さんです。木内酒造の専務様が東海那珂ロー

タリークラブのパスト会長ということでこちら

のお店に決めました。初めてお会いしたにも関

わらず席までお越しくださり、ワンドリンクの

サービスまで頂戴し、大変恐縮しました。せっ

かく行くなら地元ロータリーと繋がるものを、



−4− 

というのは宮内清次さんにいただいたアドバイ

スです。素敵な出会いとなったことを感謝申し

上げます。そして私たちも銚子にお越しになる

ロータリアンの方には同じように笑顔のおもて

なしをしたいと感じました。 

 

 

島田洋二郎会長エレクト 

 ＲＩの考え方

による会員増強

と会員拡大の違

いは、クラブの会

員数を増やすこ

とは会員増強で、

会員の範囲、国を

含めてですが、クラブ数を増やすことが会員拡

大とされているようです。 

 クラブ数、会員数とも一番多いのは当然アメ

リカです。以前は日本が 12 万人を超えるところ

まで会員数を伸ばし 2 番目でしたが、現在は 8

万弱となり、代わってインドが 10 万人を超え 2

番となっています。 

 これまでは一業種につき 5 名(会員数 51 名以

上のクラブは 10 名)の入会が可能でしたが、職

業分類の考え方が取りさられて、極端に言えば

誰でもロータリーへの入会が可能になりました。

また入会金も廃止(但し、クラブの自主性に任せ

るが入会金という名称は使えない)となり、より

入会がしやすく、新規クラブの設立も容易にな

るようなルール変更がなされました。 

 規約の変更はともかくとして、新しい定款の

日本語訳の明示を待ってクラブの細則も変更し

なければなりませんので、次年度のクラブ活動

計画書へは定款・細則とも載せるのをやめて、

別途印刷させて皆さんにお渡しする予定です。

新しい定款と、細則についてはクラブの承認を

得たのちに改めて作成させて頂きます。 

 

 

 

 

永澤 信会員 

事業所: 

東京海上日動火災保険㈱ 

千葉支店 銚子支社 支社長 

職業分類：海上保険 

所属委員会：親睦活動委員会 

 

 

 

次年度クラブ協議会 
５月２５日の例会終了後、開催されました。 

リーダー：坂本尚史パスト会長 

【出席報告】会員総数４１名 

出席計算３９名 出席２９名  

欠席１０名  出席率 74.36％ 

欠席：伊東君・栢尾君・越川君・松本君 

猿田君・白濱君・杉山君・高橋宏資君 

富永君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】 
5/24：銚子東 RC 宮内秀章君 

5/26：RAC例会上総君・丸山君・坂本君・島田君 

 

 

 

 

 

 

5/26：分区ゴルフ（5名） 

石毛君・宮内(龍)君・大里君・信太君・高瀬君 

【ニコニコ】 

 

ニコニコ BOX ￥11,000 計 ￥ 546,713 

スモールコイン ￥ 2,501 計 ￥  57,397 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥  56,906 

希望の風 ￥ ―    計 ￥ 303,700 

次週のプログラム（６月８日） 

「米山奨学生卓話」 

 米山奨学生 金 秀斌様 

お弁当：黄鶴（中華） 

 

 

入 会 式 

 


