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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 青木貞雄 (成田コスモポリタンＲＣ)  

広報・会報委員会 委員長 信太 秀紀 

委  員 金子 芳則  

 
 

、兒玉 英子  

今週のプログラム 

「私の海外勤務と台湾新幹線プロジェクトを

終えて観てきたものは」 

㈱日豊 社長 川村 良三様 

 

前回例会報告（９月１４日） 

点      鐘：島田 洋二郎会長 

ロータリーソング：我等の生業 

 

 

 

 

四つのテスト唱和 

 

ビジター紹介：なし 

 

 

会長挨拶 

9 月も半ばに入り、

一日一日、日の落ちるの

もだいぶ早くなってま

いりました。 

今日はお知らせが二

点ございます。一つは、

これまで空欄となって

いた、2790地区のガバナ

ーノミニーが決定しましたのでお知らせをさ

せて頂きます。本年度のガバナーノミニーは佐

倉中央ロータリークラブの橋岡 久太郎 様 で

す。クラブの会長を 2 度され、昨年度の第 11

分区のガバナー補佐をされた方で、仕事は「橋

岡會」という能楽の家元をされているそうです。 

加えて、橋岡様の次のガバナー予定者、「ガ

バナーノミニーデジグネート」も決定しました。

ご存知の方も多いと思いますが、成田ロータリ

ークラブの 諸岡 靖彦 様 です。昨年まで「米

屋」の社長をされていましたが、現在は同社の

ＣＥＯとなっています。タイミングが良いと言

いますか、11月に銚子ロータリークラブへ卓話

者としていらっしゃることになっています。 

「ガバナーノミニーデジグネート」という言
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葉はみなさんお聞きになったことはあるでし

ょうか・・。この役職は、2013年の規定審議会

で採用が決まったもので、2013年版の手続要覧

にも載っています。ガバナーに就任する 24 ヵ

月から 36 ヵ月以内に選出されなければならな

いとなっていて、ガバナー就任の 24か月前の 7

月 1日に「ガバナーノミニー」となります。織

田様がガバナーの時ですが、木更津東の山田修

平様がガバナーエレクトをされていて、松戸東

の得居様、そして年度途中に浦安の関口様、一

時期お二人がガバナーノミニーとなっていま

した。分かりやすくするためにノミニーの予定

者としてこの「ガバナーノミニーデジグネート」

という役職が加えられたということです。 

もう一点は、先週皆さんにお配りをした 2790

地区の「月信 9月号」です。先週の例会で月信

を見る時間がありませんでしたので、家へ帰っ

てから確認をしたところ、9 月の月間が「新世

代のための月間」となっていて、ガバナーはじ

め、青少年奉仕の各委員長のコメントも加えら

れていました。先週の例会の卓話が 9月の「ロ

ータリーの友並びに基本的教育と識字率向上

月間」に因んでという宮内龍雄直前会長の卓話

でしたので、月信の内容に首を傾げた方も多か

ったのではないでしょうか・・。ロータリーの

月間は昨年の 7月 1日に変更となっており、「青

少年のための月間」は、年を越しての 5月です

のでお間違いのないように改めてご確認をお

願いします。 

さて、今日の卓話は猿田会員のお話です。5

年前、以前は 10 月が職業奉仕月間で、それに

合わせて猿田会員の卓話をお聞きしたのを覚

えています。江戸時代初期、徳川の旗本で、そ

の後禅僧となり、日本で初めて職業倫理を説い

て回った「鈴木正三」のお話でした。自分はそ

の時会報を作っていましたので、猿田会員の原

稿を何度も読み返した記憶があります。本日の

「私の職業」、猿田会員のお話を楽しみに待ち

ながら会長挨拶を終わります。 

幹 事 報 告 
【活動計画書拝受】 

八日市場 RC、佐原香取 RC、松戸 RC 

【週報拝受】佐原香取 RC 

1. ガバナーノミニー並びにガバナー

ノミニー・デジグネートの公表に

ついて 

ガバナーノミニー（2018-19 年度ガバナー） 

橋岡 久太郎氏 

所属クラブ：佐倉中央 RC 

職業分類：能楽 

 

 

 

 

 

ガバナーノミニー・デジグネート 

（ 2019-20

年度ガバナー） 

諸岡靖彦氏 

所属クラブ：成田 RC 

職業分類：和菓子製造販売 

 

 

 

 

2. 財団寄付レポート 

3. 「ロータリー全国囲碁大会案内状」配布の

お願い（再度のお願い） 

4. ハイライトよねやま１９８ 

5. 地区大会のご案内（第 2弾） 

…以上、ガバナー事務所 

6. 第 64 回銚子市小中学校児童生徒・教職員

科学作品展のお礼 

…銚子市小中学校文化振興協会 

7. 活動計画書送付お礼状 

地区研修リーダー 白鳥政孝様 

地区研修サブリーダー森島庸吉様 
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会員の記念日 

誕生日おめでとうございます。 

✧田中 英子会員(9月 8日) 

 

 

 

 

 

 

ニコニコＢＯＸ 

✧髙木 浩一会員 

昨日行なわれた地区大会記念ゴルフ大会で準

優勝することができました。といっても荒天の

為中止になり、抽選での準優勝賞品のゲットで

した。本年度はくじ運も良いのかもしれません。 

✧櫻井 公恵会員 

先週ミャンマーに行ってきました。地元産業が

貧しいのですみませんお土産はキャンディで

す。お味は保証いたします。 

 

卓  話 

「私の職業」 

猿田 正城会員 

私の職業は神職です。

神社に勤務し、祭祀を

執り行う職業でありま

す。神社には神職のほ

か、氏子総代、巫女、

用務員、事務職員等も

勤務しています。 

 神職になるには、免

許が必要です。国学院大学か皇学館大学の神職

課程を修了し、神社本庁の検定試験に合格し、

神社実習をした上で、資格を得ることが出来ま

す。神職養成の専門学校、神社庁の講習で取得

する方法もあります。 

 神社に勤務すると、職階が与えられます。一

般的には、宮司、禰宜、権禰宜、出仕のどれか

になります。それによって仕事の役割が決定さ

れます。 

 神職の資格には 5 段階あり、下位から言いま

すと、直・権正・正・明・浄の区別があります。

また神職身分というものもあり、下位から、

４・３・２・２の上・１・特の 6 等級あります。

これらは全て、神社本庁の選考委員会の選考に

よって決定されます。この階位と等級によって、

袴の色、文様、装束まで着用の区別がされます。

またこれによって、毎年神社本庁に納付する神

職寄贈金や負担金の額に差が生じてきます。 

 神社本庁は、神社に奉仕する人の心得として、

＜敬神生活の綱領＞を定めています。 

1．神の恵みと祖先の恩とに感謝し、明き清き

まことを以て祭祀にいそしむこと。 

2. 世のため人のために奉仕し、神のみことも

ちとして世をつくり固め成すこと。 

3. 大御心をいただきてむつび和らぎ、国の隆

昌と世界の共存共栄とを祈ること。 

 次に宮司の主な仕事についてお話します。 

１．神社には、元旦祭・初詣から始まって、恒

例の祭典・行事が年間色々とあります。それら

の全ての運営の責任者を務めます。初詣の期間

は、臨時の神職・巫女など 30 名位の人たちに

協力をお願いしますので、その人集めに苦労し

ます。 

２．通常の日は、午前 7 時に出社し、午前 8 時

から午後 3時まで一日 15回の御祈祷をします。 

また命名、家相、転居など様々な相談に対応し

ます。最近は、御朱印の希望者も多く大変です。

予約した団体には、神道講話や神社の案内役に

も当ります。 

３．提出書類の作成も色々とあります。 

市役所へは文化財管理関係・月毎の参拝者数の

報告などあります。県知事と銚子税務署長には、

毎年４月に財産目録と収支決算報告書を提出

します。神社本庁へは更に、年間参拝者数、祈

祷者数、神札、御守等の授与数まで報告します。 
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むすび、 

 私は、４８歳の時、宮司の父が突然病気にな

り、長男である私は、教職を退職し、３１代宮

司となりました。就任した頭初は生計を立てる

ための神社奉仕でありましたが、ロータリーク

ラブに入会して、職業奉仕の理念を知り、みん

なのためになる神社を作ってゆこうと決意し

ました。 

 人間の存在価値は、どれだけ世の中のために

役立っているかであると思います。８１歳を過

ぎましたが、天命に従って人々のために少しで

も役立つ日々でありたいと願っています。ご清

聴ありがとうございました。     以上 

 

委員会報告 

上総 泰茂ロータリー財団委員長 

 

『募金のご案内』 

日本ロータリー学友会が

ロータリー財団100周年を祝

しジャームＲI 会長の出席を

得て本年 11月 27日にＲ財団

記念シンポジウムを開催し

ます。その際の報告記事、Ｒ財団広告を全国紙に

掲載依頼します（費用約 2000 万円）。協力金とし

て国際ロータリーからは１万ドル拠出されます

が、地区を通じて各クラブにも会員一人当たり

300 円程度の協力金要請がありました。よろしく

お願いいたします。 

 

金島 弘社会奉仕委員長 

『市民バザール大会協賛品のお願い』 

市民バザールの協賛品（生

鮮食品を除く）を、 

9 月２1 日（水）の例会にご

持参いただきたく、よろし

くお願いいたします。 

 

 

宮内 秀章地域・環境保全委員長 

『創立６０周年記念事業花植え』 

９月２３日(金) 16時～ 

『授 与 式』 

９月２８日(水) 16 時～

16:30 

場 所：銚子駅前ロータリー 

銚子市長越川信一様、東日本

旅客鉄道株式会社 銚子駅長 

池田則夫様、銚子市観光協会 

会長 吉原正巳様を迎え現地で授与式を取り行い

ますので会員の皆様の多数のご出席をお願い申

し上げます。 

【出席報告】 

会員総数４０名 

出席計算３８名 

出  席２９名 欠席９名 出席率 76.32% 

欠  席：伊東君・越川君・宮内(龍)君・大岩君 

     大里君・杉山君・富永君・高橋宏明君 

遠山君 

 

【Ｍ Ｕ】 なし 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 10,000 計 ￥ 133,000 

スモールコイン ￥  2,700 計 ￥  12,771 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥  11,460  

希望の風 ￥ ― 計 ￥  77,100 

次回のプログラム（９月２８日） 

夜間移動例会 「観月会」 

会場：太陽の里 

例会：点鐘１８時 

送迎バス：銚子市役所 １７：２５ 

       銚子駅   １７：３０  

       体育館   １７：４０ 

に出発します。 

R財団 100周年ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ公共協力金（募金箱）         

\ 15,500 

 
9 月 25 日(日) 地区大会 

銚子・銚子東 RC 合同バスは 

銚子体育館７：３０ 

銚子駅前丸通駐車場前７：４０出発です 


