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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５階大会議室 

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 

「ロータリーの友月間に因んで」 

島田洋二郎クラブ研修・情報委員長 

 

前回例会報告（８月３０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： 

リトル･フレーバー 

バルーンアーティスト 吉井 小也香様 

（卓話者） 

 

第 7分区 

 

 

 

 

 

 

ガバナー補佐     補佐幹事 

中村 亮太様  加瀬 善一様  飯嶌六兵衛様 

 

 

 

会長挨拶 

 昨日の朝はJアラートの緊急速報が鳴り驚か

されました。それについて、感じ方、感想は人

それぞれあると思いますが、ただただ平和を祈

るのみです。 

 ２３日（水）恒例の東クラブとの合同ボーリ

ング大会がございました。当クラブの方が参加

人数が多かったのですが、団体戦では東クラブ

が優勝、個人戦では高瀬会員が優勝されました。

背広にネクタイのいつものスタイルで登場、上

着とネクタイは外されましたが気合いが違っ

ていました。東クラブの一位は澤田会員、「皆

だらしないぞ」という挨拶の一言には納得させ

られました。今回は、懇親会含め当クラブ親睦

委員会の担当でしたが大変楽しく過ごすこと

ができました。お疲れ様でした。 

 今年の夏は天候不順です。冷夏になるかはま

だ分かりませんが、１９９３年（平成５年）の

冷夏をご記憶でしょうか。平年より２～３度低

かった夏でしたが、原因はその２年前、フィリ
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ピンのピナツボ火山の大噴火、成層圏にまで噴

煙が拡がり世界的日照不足をもたらしました。

日本も米の収穫が作況指数７４になり、平成の

米騒動に発展しました。当時、当社の倉庫の米

が空になり、経営していたレストランの米仕入

れ価格が３倍になったので良く記憶していま

す。 

 その年は対策として米２６０万トンの緊急

輸入を行いました。タイ、中国、アメリカに要

請しましたが、用意できたのがタイのみ、自国

の備蓄米を一掃するかたちで応じてくれまし

た。これにより米の国際価格が急騰し、タイの

貧困層に餓死者がでたという話もあります。と

ころが日本ではタイ米が不人気、売れ残りを不

法投棄、餌、産廃として処分するなど日本人の

モラル、日本の食糧政策の在り方が問われまし

た。 

 現在は民間在庫が約２００万トン、政府備蓄

米が約１００万トン弱（１年間に２０万トン買

い入れ５年保管、それを過ぎると主に飼料米と

して販売）MA 米として毎年７７万トン輸入（主

にアメリカとタイより、主に飼料米加工米とし

て販売）していますので米不足となることはま

ずありません。 

 おおまかに、現在の日本国内の米の生産量は

８００万トン、備蓄、飼料米を除き主食用が７

５０トンになります。これを一年かけて食べて

いきますが、一方食品ロスは６３４万トンある

とききます。食糧自給率４０％しかない日本に

はすごい量ですね。また、食べ物に関して安さ

と安全性には非常にこだわる、これは日本人の

特性なのでしょうか。 

 本日の卓話は、リトル・フレーバー・バルー

ンアーティスト吉井小也香様の「こいに恋して」

です。どんなお話か検討つきませんが楽しみに

して会長挨拶とさせていただきます。 

幹 事 報 告 

【週報拝受】成田空港南 RC 

八日市場 RC 

【活動計画書拝受】 

成田空港南 RC、八日市場 RC 

1. 九州北部豪雨災害に対す

る義援金のお願い(再) 

2. 松戸西 RC 連絡先メールアドレス変更のお知

らせ 

3. 2017年 9月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ １ドル＝１０９円 

4. 財団セミナー開催のご案内 

5. 財団室 NEWS 2017年 9月号 

6. 青少年交換候補生募集締切日の件 

…ガバナー事務所 

7. 千葉北 RC「生涯ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰを目指して」再送 

…千葉北ＲＣ 

8. 米山ﾌｧｲﾙ共有サービス名変更の影響について 

9. ﾌｧｲﾙ共有サービスの画面ﾚｲｱｳﾄ変更について 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

10. 平成２９年秋の全国交通安全運動の実施に

ついて …銚子市交通安全都市推進協議会 

【例会変更】 

成田空港南ＲＣ 

9月 14日(木)休会 

佐原ＲＣ 

9月 14日(木)観月夜間例会 18時 30分点鐘 

麻生屋本店 

21日(木)定款第 8条第 1節(Ｃ)により休会  

旭ＲＣ 

9月 22日(金)夜間例会 点鐘 6時 30分 

 29日(金)定款第 8条第1節(C)により休会  

会員の記念日 

☆誕生日おめでとうございます。 

 

 

信太 秀紀会員(8月 25日)   

 

 

 

 

入会記念日  

副島 賢治会員（8 月 24 日） 

大岩 將道会員(8 月 28 日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧第 7分区ガバナー補佐 中村亮太様 

本日はお世話になります。 

 

 

 

 

✧大ニコニコ 高瀬幸雄会員 

8 月 23 日、銚

子東 RCとの合

同ボーリング

大会において

ハンディキャ

ップにも恵ま

れ優勝しまし

た。因みに本大会での優勝は２回目です。 

 

ド
ヤ
ー 
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✧金島弘会員 

本日は厚かましく三男の嫁

が卓話させて頂きますので

宜しくお願い致します。 

 

 

 

卓  話 

「鯉に恋して」 

リトルフレーバー  

バルーンアーティスト 吉井 小也香様 
私が初めて起業した

のは、2007年 6月 2日。 

当時 22 歳で、ちょうど

10年前になります。 

約二年間ほどで資金を

貯め、「ラウンジクラブ 

アイビーズ」をオープン

させました。 

その後、お客様にも恵まれ、従業員数も増え、

店舗のフロアを広げました。 

そして 2013 年には、従業員の夢を叶えたいと

いう気持ちから、お店を持ちたいというスタッ

フを店長として「バー リプレイ」をオープン

させました。 

嬉しいことや楽しいこともたくさんありまし

たが、反面、辛く思うこともあり、 今思うと

当時の私は、毎日何かで頭を抱えていましたし、

悩み事が絶えることはありませんでした。  

ですが、スタッフのお誕生日には、みんなで計

画を練ってサプライズバースデーをするよう

な仲の良さでしたし、いまでも尚、当時のスタ

ッフみんなが集まって、同窓会のような飲み会

が開催されるほどで、とても嬉しく思っていま

す。 

そしてこの私に、転機が訪れました。 

金島弘さんの三男、金島雅樹さんとの出会いで

す。 

そして私は、金島弘さんの錦鯉に出合います。 

こんなにも優雅で夢にあふれる趣味ってある

のだろうかと驚きました。 

錦鯉は繊細で、環境などが大きく変わると死ん

でしまうことも多いよ

うですが、私が思わず購

入した 3500 円の錦鯉は、

とても大きくなって、義

父に大切に育てられ、元

気に優雅に泳いでいます。 

私は、結婚を機に、両親や夫と相談し、悩んだ

結果、ほぼ同時に二店舗を閉店させることにし

ました。 

この七年間は私にとってものすごく貴重な大

きな経験で、いまでもふと思い出します。 

話は変わりますが、以前から趣味でしたバルー

ンアートをお仕事にしようと決意をしました。 

バルーンアートビジネススクールを卒業後、ネ

ットショップを始め、昨年の 9月、明神町に店

舗 兼 工房として、バルーンアート専門店 リ

トルフレーバーを開店しました。 

基本的には 1人でお仕事をしていますので、ネ

ットショップ、店舗運営はもちろん、営業から

制作・配達まで全て一人で行います。 

更に、通常バルーンをお仕事にされている方は

何種類かのジャンルに分かれるのですが、私の

場合はバルーンアー

ティストとして、ギ

フトの他に、バルー

ンデコレーター、「バ

ルーンパフォーマー 

ちゃか」としても活

動しております。 

そして、バルーンのお仕事を始めてから様々な

アーティストの方たちとの出会いが多くあり、

今年、プロカメラマン・バルーンアート・ボデ

ィーアートのアー

ティスト 3 人でコ

ラボイベントを開

催致しました。 

バルーンアートに

魅かれたきっかけ

は、インターネッ

トで偶然みつけた、バルーンを編みこんで作っ

てある等身大ドラえもんでした。 

作成者は国内外で講師なども務める、バルーン

業界ではとても有名な方でした。 

そして昨年、このドラえもんを作った方などに

お誘いいただき、日本最大級のバルーンコンベ

ンションにメンバー出場し、ラージ部門で優勝

しました。 

そして今年、大会への意欲が高まり、細長い風

船、ツイストバルーンの

全国大会、ツイスターズ

に、バルーンファッショ

ン部門に出場しました。 

バルーンドレスのタイト

ルは、「鯉に恋して」 

私の好きな秋水のドレス
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をデザイン、制作しました。 

今回は残念ながら入賞できませんでしたが、来

年こそ優勝を狙って頑張ろうと思っています。 

今までとは全く違ったお仕事ですし、経営する

にあたり、知らないことや、戸惑うことも多く、

とても難しいお仕事だなと感じています。 

ですがきっと、いろいろあるお仕事の中でも群

を抜いて、直接お客様の笑顔やリアクションを

見ることのできる、幸せな気分を頂ける素晴ら

しいお仕事です。 

これからもたくさんの笑顔に出会えるよう頑

張りますのでよろしくお願いいたします。 

 

委員会報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出席報告】 

会員総数４０名 出席計算３５名  

出 席：２９名 欠席：６名 出席率 82.86％ 

欠席：青野君・石毛(英)君・大里君・富永君 

鈴木君・高橋宏明君 

 

【Ｍ Ｕ】 

8/29銚子東ＲＣ 大里君 

9/2米山ＢＢＱ  丸山君 

【ニコニコ】 

 

九州北部豪雨災害義捐金 

\50,000（例会募金を含）地区へ送金しました。 

社会奉仕委員長 宮内 秀章 

 

クラブ協議会 １３：４０～ 

例会終了後、中村ガバナー

補佐をリーダーに迎え、第

４回クラブ協議会が開催さ

れました。 

 

 

 

 

クラブ運営方針について 

松本会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥25,000 計 ￥142,000 

スモールコイン ￥ 2,700 計 ￥ 11,501 

米山 BOX ￥  ― 計 ￥ 11,126  

希望の風 ￥  ― 計 ￥ 56,000 

次週のプログラム（９月１３日） 

「ガバナー公式訪問」 

国際ロータリー第 2790地区 

17-18年度 ガバナー 寺嶋 哲生様 

            （柏ＲＣ） 

例会終了後、クラブ協議会開催 

全会員の出席をお願いします。 

本年度の活動計画書をご持参下さい。 

お弁当：高浦(幕の内) 

 

 

石毛充会員増強委員長 

28日に開催された 

地区増強セミナー報告 

丸山泰典青少年奉仕委員長 

地区ローターアクト委員会の

近況活動報告 
職業・社会・国際奉仕委員長による 

活動方針発表 

直前会長による 

ｸﾗﾌﾞの課題と対策案 

 

増強委員長による 

計画発表 

 


