
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２９５６号（２０１７年８月２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 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 

「会員増強に対する考え方と活動方針・ 

          退会防止について」 

国際ロータリー第２７９０地区 

会員増強・退会防止委員会 

委員長 増谷 信一様 （柏西 RC） 

 

前回例会報告（７月２６日） 

点 鐘：松本 恭一会長 

ロータリーソング： 

四つのテスト 

 

ビジター紹介：  

銚子市教育委員会 教育部  

生涯学習スポーツ課 体育館長 飯笹 博充様   

   

 

 

近県野球大会

助成金交付 

 

 

 

 

銚子東ＲＣ  

澤田 武男様 

      

会長挨拶 

本日は、銚子市教育委員会教育部生涯学習ス

ポーツ課より飯笹博充様、銚子東ロータリーク

ラブより澤田武男様がオブザーバーとしてお

越し下さいました。飯笹様には後ほど一言ご挨

拶お願いいたします。 

 先週例会後からの一週間の出来事を申し上

げます。１９日（水）例会後に第 3 回クラブ協

議会を開催いたしました。リーダーに大里会員、

小委員長の活動計画の発表が中心でしたがい

ろいろな意見が飛び交った有意義な会になり

ました。特に会員増強についての関心が高く、

それぞれのご意見についてはさっそく取り入

れるか又は理事会で検討いたします。クラブ協

議会については、①活発な意見が出る場にする

こと。②委員長が中心でその他オブザーバーと

いうのは会の性格上おかしいのではないか、全
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員参加でき意見を言える場にする。ということ

を考えたいと思います。協議会の在り方に対し

ご意見ありましたらお願いいたします。 

２３日（日）には千葉にて地区研修セミナー

がございました。宮内龍雄会員が出向され活躍

されている姿を見て、自分も頑張らなければと

いう思いが湧いてきました。内容については後

ほど宮内龍雄会員より報告があります。 

 さて世間は夏休みに突入したようですが、皆

さんは現在感じる一カ月に比べ子供時代の夏

休み一カ月はやけに長かったなあと感じませ

んか。夏休みに限らず大人になって感じる一年

間と子供時代の一年間は体感的に違うと思い

ます。これは心理学的にも証明されていて「ジ

ャネーの法則」というそうです。人間の体感時

間はそれまで生きてきた年齢に反比例すると

いうことです。５歳の子供の一年は生涯の五分

の一ですが、６０歳になる私の一年は生涯の六

十分の一に過ぎないということ。又子供は毎日

が新鮮で初めて体験することばかり、大人は経

験上次に何が来るかだいたい分かって生きて

いること、などから体感時間の差となるそうで

す。逆に考えると大人になってからでも新しい

ことに挑戦したりわくわく仕事をすれば、長い

充実した時間を送れるのではないでしょうか。  

一方で、先日亡くなられた日野原重明聖路加病

院名誉院長は「命とは時間である。」と言われ

ています。深い言葉で名言ですが、いずれにし

ても人間にとって「時間」は最も大切なものだ

と思います。 

 本日は新入会員鈴木達也さんの卓話です。私

も入会して早１０年たってしまいましたが、あ

っという間だったということを考えるとロー

タリーに対し深くかかわってこなかったとい

うことですね。新人の頃のフレッシュな気持ち

をいつまでも大切にしていただくことととに

かく例会に出席することをお願いし会長挨拶

とさせていただきます。 

 

 

 

 

幹 事 報 告 

【週報拝受】小見川ＲＣ 

八日市場ＲＣ 

【活動計画書拝受】柏ＲＣ 

1. 月信ご登録について 

…2016-17年度ガバナー事務所 

2. 月信報告 報告登録 URL切替のご案内 

3. ロータリーデーBBQ大会 2017のご案内 

4. ロータリー全国囲碁大会のご案内 

5. ２０１７年８月のロータリーレート 

１ドル＝１１１円 

…ガバナー事務所 

6. 普通寄付金：申告用領収証の受付開始につ

いて（クラブ宛て） 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

7. 出前教室お礼状  …銚子市立第七中学校 

8. 女子ソフトボール台湾代表事前キャンプ報

告会開催について    …銚子市企画課 

【例会変更】 

佐原ＲＣ 

8月 10日(木)・17日(木)定款第 8条第 1節(Ｃ)

により休会 

小見川ＲＣ 

8月 9日(水)納涼例会 潮来富士屋ホテル 

点鐘 18時 

  16 日(水) 定款第 8 条第 1 節（Ｃ）により

休会 

  30日(水) ガバナー公式訪問  

多古クラブ合同 18時 30分春本 

成田空港南ＲＣ 

8月 10日(木)休会 

  17日(木)夜間移動例会 納涼会  

点鐘 18時 30分 シーブリーズ 

  31日(木)休会 
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ニコニコＢＯＸ  

 ✧宮内 清次会員 

久し振りの雨です。 

大空にまだあったのか 恵の水 

 

✧副島 賢治会員 

昨日、NTT東日本野球部が都市対抗野球大会で

優勝しました。私も東京ドームに応援に行き、

感動の瞬間に立ち合うことができました。 

 

 

卓  話 

「新入会員卓話」   鈴木 達也会員 

 スバル千葉東の鈴木と申します。この度、日

頃よりお世話になっております佐藤直子さん

と、櫻井公恵さんからのご紹介により、銚子ロ

ータリークラブに入会させていただきました。

よろしくお願いいたします。 

今回の卓話では、当社の成り立ち及び事業変

遷をお話させていただきます。 

当社の法人登記年月日は、昭和 57 年 7 月と

なっています。今月でちょうど 35 年となりま

すが、更に前より自動車整備業として開業して

おりました。自動車の修理を行う際に、国土交

通省の認証を得られないと、エンジンやブレー

キなどの分解整備を行えません。その国土交通

省の認証は、現在千葉県内で 5500 社ほど受け

ており、認証番号が発行されます。 

弊社の認証番号は 134 番で、発行年月日は昭

和 27 年 5 月 13 日です。すなわち千葉県で 134

番目の認証工場で、65 年前から自動車整備業の

認証を取得していたことになります。 

公的書面で残っている事業期間の記録は、こ

ちらが最も古いものですが、祖父の時代の賃金

台帳より、昭和 21 年から事業運営しているこ

とが当社の記録によりわかっています。昭和 21

年以前の記録はありませんでしたが、さらに以

前より事業を営んでいたそうです。 

時代は曾祖父の代に遡ります。当時曾祖父は

市内で人力車の会社を運営していたそうです。

当時の人力車はサスペンションなどもなく、車

体に木製の車輪がついた簡素なものだったそ

うです。その木製車輪が、舗装されていない道

を乗客を乗せて走ることで磨り減り、その車輪

を修理・交換することが、現在の事業の始まり

だったそうです。 

その後ゴムが開発され、木製車輪からゴムの

車輪に、更にチューブタイヤに移り変わり、人

力車も自転車に車体をつけた輪タク（リンタク）

に移り変わっていったそうです。曽祖父の事業

も輪タクから自転車販売へと変遷していき、原

動機をつけたバイクの販売・修理を始めるに至

ったそうです。 

 祖父の代に移り、バイク修理から自動車修理

に移り変わり、先の自動車整備認証 134 番の取

得に繋がっていったそうです。 

 父の代へ移り、自動車修理主体から自動車販

売主体の会社へと変遷していかなければ、生き

残れないと考え、いすゞ自動車と代理店契約を

締結し、株式会社化したのが昭和 57 年 7 月 19

日、現在の当社の法人登記年月日に繋がります。 

 その後、時代の流れとともにスバル・スズキ

と代理店契約を結び、現在の業態に至っており

ます。 

 曾祖父の代より、新しい技術や素材の開発や、

時代の変遷、取引先企業の業態変化などにより、

当社の業態も大きく変化していきました。こう

いった時代の変化に柔軟に対応すべく、ロータ

リークラブを通して、異業種他社の方々の経営

に対する考え方やお客様へのアプローチ方法、

地元に根ざす事業運営などなど、色々な事を吸

収していきながら、事業運営のヒントをいただ

ければと考えております。今後とも宜しくお願

いいたします。 
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第 2790 地区 研究・研修統括委員会報告 

宮内 龍雄 地区研修委員会 委員   

地区研究・研修委員会は三つの委員会により

構成されています。 

①理念研究委員会 

②私が所属しているロータリー研修委員会 

③RLI 推進委員会 の三委員会で有ります。 

活動内容はロータリーの理念を各クラブに

分かりやすく、解説し啓蒙することです。また

RLI 推進委員会はディスカッションリーダー

（ファシリテータ）を養成する為のセミナーの

開催を任務としています。 

7 月 23 日に開催された「クラブ研修リーダー・

委員長セミナー」は三委員会合同でおこなわれ

ま し

た 。

当 地

区 77

ク ラ

ブ 、

94 名

の 多

く の

会長、幹事やクラブ研修委員長が参加されまし

た。さすがにクラブ内ではベテランで経験豊富

なロータリアンが多く、活発なデスカッション

が行われました。我が銚子クラブもクラブ内で

ロータリーの理念について語り合い、議論する

場を作りたいと思います。 

 

 

 

 

【出席報告】 

会員総数４０名  

出席計算３８名  

出席： ２８名 欠席：１０名  

出席率 ７３．６８％ 

欠席：青野君・金子君・丸山君・永澤君 

大里君・櫻井(公)君・杉山君・富永君 

高橋宏明君・高瀬君 

 

【Ｍ Ｕ】7/25銚子東 RC 高瀬君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 5,000 計 ￥91,000 

スモールコイン ￥ 2,801 計 ￥ 5,951 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 5,961  

希望の風 ￥ ―  計 ￥29,000 

次週のプログラム（８月９日） 

「出前教室に参加して」 

高瀬 幸雄会員 

櫻井 公恵会員 

永澤  信会員  お弁当：入船（幕の内） 

 

 


