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銚子ロータリークラブ会報 
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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 
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、兒玉 英子  

今週のプログラム 

「夜間移動例会 新旧クラブ協議会」 

会場：太陽の里 

前回例会報告（６月７日） 

点 鐘：島田 洋二郎会長 

国歌君が代斉唱 ロータリーソング：奉仕の理想 

四つのテスト唱和   

ビジター紹介： 

第７分区ガバナー補佐 鈴木 勝彦様 

補佐幹事       小川不二夫様 

銚子市役所企画課 信太孝之様・飯森美千代様 

 

☜ 

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ女子台湾代表

事前ｷｬﾝﾌﾟ広告協賛の

お願い 

会長挨拶 
本年度も最後の月、6 月となりまし

た。今日は鈴木ガバナー補佐、そし

て小川分区幹事が退任のご挨拶に

いらっしゃっています。今期は地区に

おいて周年事業がとても多い年で、

分区でも八日市場、銚子東、そして

私ども銚子と 4 クラブ中 3 クラブが式典を開催しました。

また、久しぶりに「ロータリー情報研究会」も開催され、

ガバナー補佐には例年以上にお忙しい一年ではなか

ったかと思います。また、2 月に開催をされたインターシ

ティー・ミーティングの際、その前日まで入院をされてい

らっしゃったと当日にお聞きしました。まだあと 3 週間残

っていますが鈴木ガバナー補佐にはお体をご自愛され

て下さい。一年間ご指導を頂き有難うございました。 

また、銚子ロータリークラブにおいても本日が最後の

定例理事会となりました。本年度は昨年の 12 月、総会

後から動き始めましたが、60 周年ということで年度前に

は被選理事会も毎月開き、先月は臨時理事会も開催を

しました。本日の定例理事会を含めて理事会という名の

会議は 19回となります。理事役員の皆様にはお疲れ様

でした。クラブとしての事業は来週の新旧クラブ協議会

及び夜間移動例会、そして第 6中学校での「出前教室」

が残っています。こちらもよろしくお願い致します。 

先週は銚子東ロータリークラブの創立 45周年記念合

同例会でしたが、この間家族親睦旅行、そして千葉科

学大学留学生交流会も開催されました。6月1日の交流

会には仕事で遠出をしていて出席できず申し訳ありま

せんでしたが、松本副会長には変わりを務めて頂き有

難うございました。クラブとしての公式な行事、例会も含

めてですが、初めて休ませて頂くことになったのが、ここ

にきてのことで少し残念です。 

5 月 28 日の家族親睦旅行、23 名の参加で隅田川の

三浦屋の屋形船での二時間半、美味しい天ぷらを肴に

お酒もタラフク頂きました。船の上では石毛充幹事のパ

フォーマンスも有りましたが、清澄庭園、亀戸天神も散

策し、のんびりとした一日を過ごさせて頂きました。遠山

委員長はじめ委員会の皆様にはご苦労様でした。 

最後になりますが、先月パスト会長会議を開催し、そし

てその翌週には臨時理事会も開き、高橋宏資パスト会

長が次々年度（2018-19）ガバナー補佐に決定しました

ことをご報告させて頂きす。今年の末には次年度補佐と

して動き出すことになると思いますが、会員皆様にはご

協力をお願い致しまして会長挨拶とさせて頂きます。 

第１２回定例理事会報告 

１）６月７月８月プログラムの件    …承認 

２）親睦旅行決算案の件        …承認 

３）出前教室の件           …承認 

6/27銚子六中に於いて実施する 

４）新旧クラブ協議会の件       …承認 
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6/14（水）夜間移動例会 太陽の里 点鐘 18 時 

５）鈴木新入候補者の件        …承認 

６）歓送迎会の件           …承認 

７）2017-18 年度決議審議会クラブ提出決議案承認

の件                  …承認 

８）女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ台湾代表事前ｷｬﾝﾌﾟ広告協賛の件 

…承認 

幹 事 報 告 

【週報拝受】 

銚子東ＲＣ、佐原香取ＲＣ、波崎ＲＣ 

1. ロータリー親睦活動月間リソースのご案内 

2. ロータリー情報研究会からのお知らせ 

…ガバナー事務所 

3. お礼状       …銚子東 RC 

4. 女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ台湾代表の事前ｷｬﾝﾌﾟに伴う広告

協賛のお願い 

5. 女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ台湾代表の来日に伴う歓迎ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ

ﾊﾟｰﾃｨｰ開催について 

…銚子市世界大会等キャンプ誘致推進委員会 

【例会変更】 

成田空港南 RC例会場変更（2017年 7月 1 日より） 

 例会場：横芝光町文化会館 

第 3例会のみ夜間移動例会 18：30～19：30 

銚子東ＲＣ 

6 月 27日(火)最終例会(船上例会)の為点鐘 18時 

銚子マリーナ フリッパー号 

成田空港南ＲＣ 

6 月 8日(木）家族親睦移動例会 野球観戦 

  22日(木）休会 

29 日(木）移動例会 おにぎり会親睦ｺﾞﾙﾌ大会 

会員の記念日 

☆結婚記念日 

杉山 俊明会員(5月 27日) 

阿天坊俊明会員(6月４日) 

☆入会記念日 

永澤 信会員(5月 25日)田中英子会員(6月 2日) 

金島 弘会員(6月 4日) 宮内秀章会員(6月 4日) 

遠山靖士会員(6月 4日) 宮内龍雄会員(6月 7日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧大ニコニコ第 7分区ガバナー鈴木 勝彦様 

2016～17年度 2790地区第 7分区ガバナー補佐と

して一年、大変お世話になりました。 

✧大ニコニコ 永澤  信会員 

私の母校である立教大学の野球部が先日 18 年ぶ

りにリーグ戦優勝しました。後輩に負けないよう

私自身も精進して参りたい思っています！ 

✧遠山 靖士親睦活動委員長 

先日の親睦家族旅行 天候にも恵まれ無事楽しく

終了しました。ご協力ありがとうございました。 

 

 

＝ガバナー補佐退任挨拶＝ 

皆さん今日は。2016～17 年度

2790 地区第 7 分区ガバナー補佐を

務めさせていただきました八日市場Ｒ

Ｃの鈴木勝彦でございます。退任に

あたり御礼の挨拶を申し上げます。昨

年 7 月 13 日(水)就任挨拶の訪問に

始まり、翌週 7月 20日（水）元ＲＩ会長田中作次さんを迎

えた創立60周年記念例会、10月５日(水)ガバナー補佐

訪問例会、１0 月 19 日(水)銚子・銚子東ＲＣ合同のガバ

ナー公式訪問、3月 18日（土）創立 60周年記念式典、

5月 30日(火)銚子東ＲＣ創立 45周年銚子ＲＣとの合同

例会、そして本日退任挨拶の訪問と実に 7 回の訪問を

数え、島田洋二郎会長、石毛充幹事のもと、銚子ＲＣの

皆様方にはその都度温かく迎え入れをいただき本当に

ありがとうございました。歴代小原美紀さん織田吉郎さ

んと二人のガバナーを輩出した銚子ＲＣ、本年は島田

会長の活動計画通り、創立 60 周年の節目を迎え、「ロ

ータリーの基本を崩してはいけない」という伝統を受け

継ぐ姿勢のもとでクラブ運営に成果を発揮できたことと

思います。 

 本日は、ガバナー補佐が主導する事業であります 11

月 26 日（土）開催されましたロータリー情報研修会並び

に２月 19 日（日）に開かれましたインターシティーミーテ

ィングの報告書を持参しました。一昨年杉山ガバナー

補佐年度の資料も参考にさせていただきました。分区

の予算は、皆さんの年会費の中からいただいておりま

す。今回ロータリー情報研修会は久しぶりの開催でした

し、ＩＭは 2800 地区 P.G 藤川享胤さんの基調講演でし

た。銚子クラブの皆様は何度か拝聴されているとは思い

ますが、今回の講演は現在の RI の内情も話されており

ます。皆様方にはこの報告書、時間のある際に今一度

お目通し下さいませ。ガバナー補佐の役を通じて、私自

身がロータリーを基本から学ばせていただき、また、今

年度出会いました皆々様からのたくさんのことを経験さ

せていただきました。本当にありがとうございました。今

後共よろしくお願い申し上げます。末尾に銚子 RC の

益々の発展と皆様方の御活躍、御健勝を祈り上げ退任

の挨拶といたします。 

「 新入会員卓話 」  寺内 忠正会員 
改めまして、寺内忠正といいま

す。よろしくお願いいたします。ま

ず初めに、遠山様、櫻井様、銚子

ロータリークラブにお誘いいただ

き御礼申し上げます。ありがとうご

ざいます。私個人としても、会社と

しても、あまり銚子市？このような

集まり？という意味では関わって来ませんでした。全く

知らないと思いますので自己紹介という形にしたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

昭和４３年 7 月 30 日に銚子で生まれました。親父は

栃木県、お袋は銚子出身で、おふくろによりますと、へ

その緒が首に絡まってなかなか出てこないわ、季節柄 

暑いわで大変だったそうです。親父は、親父の兄と田中
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町で八百伝支店と言う八百屋をやっておりました。田中

町で親父の兄家族と一緒に住んでおりました。小さい頃

は近くの観音様、夜はここにいらっしゃいます諸先輩方

の遊び場でしたでしょうが、昼のキャバレーは私たちの

遊び場でした。ミラーボールのキラキラを今でも覚えて

おります。あの頃は夜１１時頃でも八百屋の前の道路で

妹とバトミントンが出来るほど明るかったのですが、今は

暗く寂しいかぎりです。小さい頃の思い出は、店なので

普段あまり出かけられない親父にスターウォーズの映画

に連れて行ってもらってすごい！と思ってた事と、近く

のスナックで飼っていたダックスフントにイタズラをして、

ズボンのお尻を嚙まれ、泣きながら店の前を走り去って

行ったことをよく覚えてます。 

高野幼稚園→飯沼小学校→第三中学校→銚子商業

と進んだのですが、勉強は嫌いでした。中学から高校ま

で６年間剣道部に所属しておりましたが、厳しかったで

す。今思うとあの時の厳しさ・苦しさがあったからこそ、社

会に出ても多少の事は乗り越えてこれたと思います。ち

なみに６年間ずっと坊主頭でした。中学生の時に現在

の南小川町に引っ越ししました。当時は皆様もご存知

のようにあの辺りは街灯がぽつんぽつんとあるだけで全

く何もなく、夜はものすごく静かでした。今思いますと田

中町からの引っ越しですので怖い位の静けさでした。高

校３年生になり、部活も引退になりアルバイトをしました。

はじめは、今はありませんがシティオの某ハンバーガー

チェーンの裏方。次にこちらも今はありませんが春日町

のガソリンスタンドでした。アルバイトをしていくうちに働

いてお金を稼ぐと言う行為と言いましょうか、その事が楽

しくなり、特に将来に目的もなかった私は昭和６２年高

校卒業後そのままガソリンスタンドに就職しました。スタ

ンド業務の他に成田空港の冷暖房用の重油供給の管

理などを１年ほどしておりました。今でも思い出すのが

当時新入社員向けの研修がありまして、各県から集まっ

た同世代と意気投合して夜の稲毛海岸に繰り出したま

ではいいのですが自爆事故になり初めて救急車に乗り

ました。私は助手席に乗っていたのですが、よく映画の

スローモーションシーンがありますが、本当なのですね。

一瞬だったのでしょうけど、電信柱がゆっくり近づいて、

目の前が真っ暗になりました。フロントガラスに頭から突

っ込んでました。幸いにもケガ的には大した事はありま

せんでしたが、１～２ヶ月間くらいでしたでしょうか、顔か

らフロントガラスの破片が徐々に出てきた時は、人間の

体ってすごいんだなと妙に感心してました。 

そうこうしているうちに、ある日、知り合いの方から茨城

県土合の半導体工場で働かないかと誘われ、昭和６３

年に入社しました。始めは交代勤務で時間が不規則で

大変でしたが９年ほどやっておりました。その間、平成４

年にスタンドで一緒に働いていた妻と結婚し翌年には

長男“颯”が生まれ、平成８年には次男“崚”が生まれま

した。会社で ISO を取得する話になり、部署担当になる

と同時に三交代勤務から日勤になりました。グループ会

社全体での取得だったので準備に１年ほど費やし無事

取得し、暫く管理の方をやっておりましたが、その間も

十二指腸潰瘍になったり父親が肝硬変で他界するなど

色々ありました。 

ある時、このままでいいのかな？という思いだけが強くな

り、特に先も何も考えずに退社してしまいました。今思う

と会社で色々なことを経験させていただき感謝しておる

のですが昔はやった言葉で、“燃え尽き症候群”と言う

のでしょうか、そんな感じでした。 

とりあえず半年位は何とかなるかな？次は何しようか

な？と思いながらブラブラして職安行って、とやっており

ました時に、たまたまトーア産業に面接に行きました。食

品関係もいいかな？冷凍の果実・野菜だけですが食品

も面白そうだなと平成１７年に入社しました。トーア産業

は冷凍野菜・果実の選別・リパックの仕事をしております。

取引先様が買い付けた冷凍の野菜・果物（主に海外か

らの輸入品）をお預かりして、日本の消費者に合わせた

選別、例えばブルーベリーの枝と実の間にある茎の部

分などを、融けない内に取り除き、取引先様の要望の重

量に量って袋詰めし、取引先様にお返しすると言う作業

をしております。取引先様はほとんど東京になり納品先

では関東湾岸地域の冷凍倉庫、一部は埼玉県になりま

す。いわゆるパックいくらの加工賃でやっているのでな

かなか厳しいです。商社を通してとなりますがコンビニ・

スーパーの冷凍食品コーナーに置いてあったり、ファミ

リーレストラン等の外食業界、給食関係、最近ではＴＶ

ショッピングなどでも大々的に販売しており、皆様も弊社

で取り扱った製品を１度は食べたことがあると思います。

弊社にも金属検出機・X 線検出器などももちろん扱って

おりますが、まだまだ取れないもの・取れきれないものも

多く、やはり人の目、目視作業が必要になります。入社

当初は冷凍ブルーベリーの袋詰め作業機械のオペレ

ーターをひたすらやっておりました。１ヵ月毎日 10,000

パック以上やっていると、こんなに冷凍ブルーベリー誰

が買うんだろう？と思うほどやってました。報道等でもあ

りますように、食品問題が続き、年々厳しくなっていく中、

なんとかやってこれております。 

創業は昭和４７年。創業の根本忠臣社長は根本缶詰

から“これからは冷凍食品だ”と思い立ち、トーア産業を

立ち上げたと聞いております。私自身、忠臣社長は知ら

ないのですが、忠臣社長が作った品質・衛生管理の手

引書が倉庫の奥から見つかりまして読んだ事があります。

創業昭和４７年ですから私が４歳のころですが、その頃

から今に通用する考え方を持っていた方だったようで、

すごい人だったんだなと思ったことがあります。私が入

社当時の社長は息子の根本文夫社長でしたが、私が

入社して 2年後の平成 19年に病気で他界しまい、その

後創業社長の奥様の根本弘子社長が継ぎました。その

時に私は営業関係の仕事の方に行き、沢山の取引先

様とお会いすることができ、順調にさあこれからと言うと

きに、あの東日本大震災がきました。潮見町地区は津

波にやられ、解除になった時に 1 番に工場に入ったの

ですが、正直“次は何の仕事しようかな？”と思ってまし

た。機械類はほとんど潮につかりまったくダメ、周りは全

部泥だらけ、冷凍庫はアイスリンクのように２～３センチ

凍っていてお預かりしている製品・原料はもちろんダメ、

あの時は途方にくれるしかありませんでした。 

それでも再建出来たのは、弘子社長が建屋は残ってい

るんだからなんとかならないか？取引先様も一切の賠
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償も求めず、励ましていただき、もっと大変なところはい

っぱいある！ここは取引先・従業員の為にもなんとか頑

張ろう！という気持ちからでした。工場内の清掃から始

まり、国の補助金の書類などやる事はいっぱい・問題も

いっぱいありましたが、半年くらいに機械を使わない手

作業から始めて 1年たった頃には再建出来ました。あの

時は無我夢中なだけでしたので、まさかこうなるとは思

ってもみませんでしたが、弘子社長が“社長やんなよ？”

とおっしゃった時は冗談と思ってました。確かに、私的

にもこの先トーア産業はどうなるんだろうな？と一抹の不

安はありましたが、せっかく再建したものを失くすように

する事になってはという事もありますし、４７歳で再就

職？どこでなにやるの？？？という事もありましたので、

お受けすることとして、平成 27 年に就任いたしました。

ですので社長業？としてはまだ 2 年もたっておりません。

風貌（頭？）と中身が伴っておりません。今回のように自

分の事を話すという機会は今までありませんでしたので、

改めてこう書きだしますと、色々ありますが、私は運が良

いとつくづく思います。知識や経験も持たず毎日色々と

勉強の日々ですが、ここにいらっしゃいます諸先輩方、

ご指導・ご鞭撻よろしく申し上げます。なにか就任挨拶

見たくなってしまいました。飽きっぽいと言いますか、浮

気性といいますか、今はこれと言って趣味というほどの

趣味はありませんが、普通に映画・音楽は好きです。今

は御朱印ガールとか言って流行ってますが、平成２１年

に栃木県に行ったときに御朱印に出会いまして、出張

など出先に神社があると受けてくるというのをやっており

ましたが、最近は御朱印を受けるために出かけるような

感じになっております。後ここ２～３年前からなのですが、

こちらも出張からの流れで美術館・展覧会などに行って

おります。直近ではバベル展、追悼水木しげるゲゲゲの

人生展に行きました。何が良くて何が良くないかとかは、

正直わかりませんが面白い・きれいだなと思うものもあり

ますので時間があれば足を運んでおります。なんででし

ょう？ちょっと前までは川釣りもやっておりましたが最近

はかなりご無沙汰しております。基本なんでもやります

が、今と言いますか、やっぱり、取引先様等に言われる

のが、“ゴルフやんないの？”です。交代勤務の時に一

度だけ打ちっぱなしに行っただけで、なかなか手を出

せてないです。もうすでにご存じの方のもいらっしゃいま

すが、お酒も弱いです。私自身も納得と言うかこれはあ

きらめるしかないと思ったのが、若いときは、飲んでれば

強くなると思っていたのですが、親戚の葬儀の時の清め

の席で“返杯”とお猪口に入った日本酒を飲むと、多分

早い叔父さんで５分位、きっと１０分経ってないでしょう、

叔父さん達全員顔が真っ赤でした・・・私は思いました。

あぁ、私は寺内家の血筋なんだなと。ちなみに息子達も

そのようです・・・ 

上記のように趣味もあまりなくお酒も弱い社長としてもま

だまだの風貌だけの若輩者です。運だけは良いと思い

ます。まだ右も左もわかっておりませんが、ロータリーク

ラブに御迷惑をかけない様、御協力出来る様やってい

きたいと思います。皆様どうぞよろしくお願いいたします。

ご清聴ありがとうございました。 

 

委員会報告 宮内龍雄クラブ情報委員長 

「ロータリーの友」6 月号をもって本年度、最後の委員

会報告となります。ジョン F．ジャーム 2016－17 年度

RＩ会長の「実りある一年を振り返る」の記事にはこの

一年間の様々な活動が紹介されています。面白い記

事としては、フランス人ロータリアンのピエール・クル

ー氏の「フランス人ロータリアンの見た JAPON」が掲

載されています。また縦読み 17Pには「実業家にみる

長寿の鍵」（鳥取 RC 塩 宏）の記事は、長寿希望の

ロータリアンには必読の一文です。最後になりますが、

「ロータリーの友」誌の購読は、ロータリアンにとって、

「例会の出席」「会費の納入」と共に三大責務でありま

す。皆様に於かれましては、「ロータリーの友」誌を舐

めるように読むことをお勧め致します。 

一年間、私の拙い「ロータリーの友」の紹介ご清聴、

有難うございました。心より感謝申し上げます。 
 

田中英子青少年奉仕委員長 

千葉科学大学ＲＡＣ 

例会は 6 月 8 日(木)点鐘 17 時です。 

最終例会は 6 月 29 日(木)です。 

【出席報告】 

会員総数４１名 出席計算３９名  

出席：２８名 欠席：１１名 出席率 71.79% 

欠席：青野君・伊東君・木曽君・越川君 

丸山君・宮内(秀)君・佐藤君・杉山君 

高瀬君・富永君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】  

6/1千葉科学大学留学生交流会（13名参加） 
青野君・石毛君 

石毛(英)君・金子君 

金島君・小林君 

丸山君・松本君 

宮内(龍)君・高橋君 

髙木君・田中君・寺内君 

6/3地区委員長会議 丸山君 

6/5両 RC会長幹事会 石毛君・金島君・小林君 

松本君・櫻井(公)君・島田君 

6/8ＲＡＣ例会 石毛君・丸山君・田中君・寺内君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 27,000 計 ￥486,000 

スモールコイン ￥  2,601  計 ￥ 52,883 

米山 BOX ￥  ―  計 ￥ 51,861  

希望の風 ￥ 26,000  計 ￥321,400 

次週のプログラム（６月２１日） 

「五大奉仕委員長退任挨拶」 
松本 恭一クラブ奉仕委員長 

佐藤 直子職業奉仕委員長 

金島  弘社会奉仕委員長 

髙木 浩一国際奉仕委員長 

田中 英子青少年奉仕委員長 

お弁当：あぐり（幕の内） 

      

 

 


