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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 松 本 恭 一 

副会長 金 島   弘 

幹 事 小 林 昭 弘 

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4階 

電 話  0479-23-0750 

ファクス 0479-25-8789 

E‐mail  rotary@choshinet.or.jp 

URL http://www.tcs-net.ne.jp/~crc   

2017-2018年度 ＲＩテーマ 

ロータリー：変化をもたらす 

ROTARY:MAKING A DIFFERENCE 
2017-2018ＲＩ会長 イアンH.S.ライズリー 

 

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 寺嶋 哲生 (柏ＲＣ)  

広報・会報委員会   委員長 副島 賢治 

副委員長 遠山 靖士 委 員 大岩 將道 

  
 
 

今週のプログラム 

「新入会員卓話」 

鈴木 達也会員 

 

前回例会報告（７月１９日） 

点 鐘：松本 恭一会長 

ロータリーソング：それでこそロータリー 

四つのテスト唱和 

 

 

 

 

 

ビジター紹介：  

第７分区ガバナー補佐 中村 亮太様 

      補佐幹事 加瀬 善一様 

      補佐幹事 飯嶌六兵衛様 

（旭ＲＣ） 

 

 

 

 

 

 

就任のご挨拶 

会長挨拶 

本日は旭クラブより第七分区ガバナー補佐

中村亮太様、補佐幹事加瀬善一様、同飯嶌六兵

衛様がお越し下さいました。後ほど就任のご挨

拶と中村ガバナー補佐には卓話をお願いいた

します。 

 先週例会後か

ら一週間の出来

事を申し上げま

す。１３日例会終

了後１６時より

夏の交通安全街

頭監視が大橋交

差点にてありま

した。１５名の参

加をいただきま

したが暑い中お疲れ様でした。１６日（日）は

さざんか園にて納涼盆踊り大会があり出席し

てまいりました。参加者を楽しませようとする

若い職員たちの笑顔がとても印象的でした。 

１８日（火）には日野原重明聖路加病院名誉院

長が亡くなられたというニュースが飛び込ん

でまいりました。東京銀座新ロータリークラブ

に所属され生涯職業奉仕に尽くされました。ご

冥福お祈りいたします。又、前年度米山奨学生

の金スビン君が香川大学大学院物質資源生産

専攻に見事合格しました。９月千科大卒業、３

月まで銚子に居ますのでご報告いたします。 

 さて先日、今までの常識がひっくり返るよう

なすてきなカフェに行ってきましたのでお話

させていただきます。場所は筑波学園都市、信

太会員の経営するお店のすぐ近くです。大通り

から入り、細いくねくねした住宅街の道を進み、

分かりづらく通りすぎる所でしたが写真を撮

っていた方がおりカフェだと分かりました。そ

こは墓地の隣、小さな看板のみ、建物はコンク

リートの塊のようで入口もよく分かりません。
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カフェの立地としては最悪ですが、店内に入る

とびっくり別世界です。メインは２０名程座れ

る大きなテーブル、４人用の机は２卓のみ、後

はカウンターです。非常に天井も高く広々して

いて中庭も見渡せます。何か秘密基地に来た気

分。大きなテーブルには夫婦、女性のグループ、

小さな子供連れの家族、若いカップルがいまし

たが意外と落ち着いて気にならなく座れます。

飲食店の基本であるメニュー、接客サービス、

清潔感などは非常に高いレベルで維持されて

います。あまりに意外性に富んだすてきなカフ

ェなので SNSによりたくさんお客さんが発信さ

れるのでしょう非常に込み合っていました。 

 飲食店として基本的なこと、守らなければな

らない所は今まで以上にきっちりやる。そして

時代の流れで変えてもよい所、変えねばならな

い事を見極め実行する。会社でもロータリーに

おいても何か参考になるのではないでしょう

か。余程自身がないと出来ませんが。 

 本日は、中村ガバナー補佐の卓話です。何度

かお会いしましたが、自分を全く飾らない奥の

深いお人柄です。楽しみに聞かせていただきま

す。 

幹 事 報 告 
1. 2016-17年度ガバナー 

任期満了に伴う御礼 

…2016-17年度ガバナー 

青木貞雄様 

2. 奉仕プロジェクトセミナーご案内の記載内

容について 

3. 第 51回インターアクト年次大会のご案内 

4. 九州北部豪雨災害に対する義援金のお願い 

5. ｸﾗﾌﾞ米山記念奨学委員長ｾﾐﾅｰのご案内 

…ガバナー事務所 

6. 千葉北ロータリークラブ記念事業のご案内 

…千葉北 RC 

7. 50周年記念誌拝受 …八千代 RC 

8. ハイライトよねやま ２０８ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

9. 平成 29 年度銚子市・クーズベイ市姉妹都市

友好委員会総会資料 

…銚子市・ｸｰｽﾞﾍﾞｲ市姉妹都市友好委員会事務局 

【例会変更】 

八日市場 RC 

7月 25日(火)職業研修及び納涼会の為 

13時 30分匝瑳市商工会出発 

      サッポロビール千葉工場へ 

 

 

 

会員の記念日 

☆誕生日おめでとうございます。 

大里 忠弘会員    丸山 泰典会員 

(7月 13日)      (7月 19日) 

 

ニコニコＢＯＸ  
 ✧第 7分区ガバナー補佐 中村亮太様 

ガバナー補佐に任命されました。１年間よろし

くお願いいたします。 

 

✧大ニコニコ 兒玉英子会員 

先日は、お忙しい中「さざんか園」の納涼会に

会長・幹事のお

二人にお越し頂

きまして有難う

ございました。

お陰様で楽しい

ひとときを過ご

すことができました。 

 

✧大ニコニコ 大岩將道会員 

ロータリー２０年あっというまでした。これか

らもよろしくお願いいたします。 

 

✧松本恭一会長 

本日、分区より中村ガバナー補佐・加瀬補佐幹

事・飯嶌補佐幹事がお見えになりました。これ

から 1年間よろしくお願いします。 

 

✧金島 弘会員 

新潟県小千谷市に鯉ハンティングに行って落

雷・関越道通行止め無事帰ってこれました。 

会社の下でホタルの群集とイルミネーション

が見れます！！今月いっぱいです。 

 

✧宮内 秀章社会奉仕委員長 

７月１２日に行われました。夏の交通安全街頭

監視に多数のご参加ありがとうございました。 
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卓  話 

「七夕とお盆」 

第 7 分区ガバナー補佐 中 村 亮 太 様 

（旭ＲＣ） 

 銚子ＲＣの皆様

こんにちは 2017-18

年度第 7分区ガバナ

ー補佐を拝命いた

しました旭ＲＣの

中村亮太と申しま

す。梅雨が明けると、

いよいよ本格的な

夏となり、お盆となります。 

 ８月１３日には、久々に仏様の国から帰って

来る先祖の御霊をお迎えして、大歓迎パーティ

ーをします。 

 私は、昭和２２年８月１３日、お盆に戻って

来る精霊に紛れて誕生しました。 

昭和４９年から永く住職をやっており、先年隠

居して修行僧だけになりました。また、かたわ

ら幼稚園の園長をしています。 

時期ですので「七夕とお盆」について卓話とし

たいと思います。旧暦の７月７日は、七夕です。 

 なぜ七夕と書いて「たなばた」と言われるの

でしょうか。すでにご存じの方もおられると思

いますが、昔は「棚機」と書いたそうです。日

本古来の信仰の中で、旧暦の７月１５日には御

先祖さまが各々の家庭に戻ってくると考えら

れていたそうです。その御先祖さまに機で織っ

た織物を捧げ、霊を慰め、感謝の意を表したも

のということです。 

ところが、後に仏教が伝来し、俗に「お盆」

と言われる行事と重なり、その準備として７月

７日の夜にその「棚機」行事を行うようになっ

たものだそうです。 

現代の七夕飾りにはあまり見られませんが、

私が幼少の頃には、笹飾りの足下に藁で作った

牛と馬に早朝夜露のたっぷり含んだ若草を苅

って捧げたものです。今お盆の棚に「なすで牛」

を「キュウリで馬を」を模して捧げます。全く

同じものです。 

そもそも「お盆」とは、「盂蘭盆（うらぼん）」

と言い「ウランバーナ」の音写で、さかさに吊

り下げられているという意味で、死者が死後に

逆さに吊り下げられているような非常な苦し

みを受けているのを救うために祭儀を設けて

三宝に供養することで、後には特に祖先の霊を

供養する法会を言うようになったものです。 

「盂蘭盆経」には、お釈迦様の弟子の目蓮が、

餓鬼道に陥った自分の母親の苦しみを除くた

めに行ったのが起源であると書かれており、そ

こで「施餓鬼法要」が行われているのです。 

日本では、斎明天皇３年（西暦６５７年）以

来行われている行事で、江戸時代に７月１３日

から１５日までを「盂蘭盆」としたようです。

これを見ると、日本古来の信仰形態と仏教思想

の融合が面白く感じられます。つたない卓話で

お耳を汚し失礼いたしました。 

委員会報告 

 

 

累積 20 年     累積 10 年 

大岩 將道会員   島田洋二郎会員 

 

 

 

 

 

 

 

年間１００％出席 

加瀬会員・兒玉会員・堀米会員・石毛(充)会員 

金子会員・金島会員・上総会員・小林会員 

松本会員・宮内(秀)会員・宮内(龍)会員 

丸山会員・髙木会員・高橋宏資会員・高瀬会員

田中会員           （以上 18 名） 

 欠席したらメーキャップを  

 近隣ロータリークラブの例会一覧 

ｸﾗﾌﾞ名 例会場 例会日時 

旭 ﾋｭｰﾏﾝﾌﾟﾗｻﾞ黄鶴内   

0479-63-0007 

金曜日    

12：30～13：30 

小見川 0478-80-7177

香取市小見川２６９ 

水曜日    

18：30～19：30 

佐原

香取 

香取神宮内   

神徳館    

0478-57-3211    

月曜日    

19：00～20：00 

佐原 佐原商工 会議所

0478-54-2244 

木曜日    

12：30～13：30 

八日

市場 

千葉興業銀行  

八日市場支店   

0479-72-1561 

火曜日    

 

12：30～13：30 

波崎 波崎商工会

0479-48-0333 

木曜日    

12：30～13：30 

鹿島

臨海 

鹿島セントラルホテル     

0299-92-5511 
金曜日    

12：30～13：30 

銚子

東 

銚子商工会館 5F 

0479-23-0750 

火曜日    

12：30～13：30 

2016～2017 年度１００％出席表彰 

年間出席率８１．９２％     
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クラブ協議会 １３：４０～ 

例会終了後、大里忠弘パスト会長をリーダー

に迎え、第３回クラブ協議会が開催されました。 

（小委員長の活動計画の発表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
今年度クラブは 

「奉仕プロジェクトの見直しと充実」を         

テーマに 

 

 

 

 
 

 

【出席報告】 

会員総数４０名  

出席計算３７名  

出席： ３０名 欠席：７名  

出席率 ８１．０８％ 

欠席：青野君・丸山君・永澤君 

杉山君・富永君 

高橋宏明君・鈴木君 

 

【Ｍ Ｕ】 

7/23研修ﾘｰﾀﾞｰｾﾐﾅｰ 松本君・宮内(龍)君 

7/25銚子東ＲＣ   高瀬君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥37,000 計 ￥86,000 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 3,150 

米山 BOX ￥ 2,551 計 ￥ 5,961  

希望の風 ￥ ―  計 ￥29,000 

次週のプログラム（８月２日） 

「会員増強・ 

新クラブ結成推進月間にあたって」 

増谷信一地区会員増強・退会防止委員長 

 

お弁当：あぐり（幕の内） 

 

 

出席報告： 

田中英子 

例会運営委員長 

ロータリアンの行動規範 

ロータリアンとして、私は以下のように行動する。 

 

1. 個人として、また事業において、高潔さと

高い倫理基準をもって行動する。 

 

2. 取引のすべてにおいて公正に努め、相手と

その職業に対して尊重の念をもって接する。 

 

3. 自分の職業スキルを生かして、若い人びと

を導き、特別なニーズを抱える人びとを助け、

地域社会や世界中の人びとの生活の質を高め

る。 

 

4. ロータリーやほかのロータリアンの評判を

落とすような言動は避ける 


