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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 

「銚子市長卓話」 

銚子市長 越川 信一様 

 

前回例会報告（１月１０日） 

点 鐘：松本 恭一会長 

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：なし 

会長挨拶 

 お正月は天気にも恵

まれ、皆様方におかれ

ましてもつつがなく新

年を迎えられた事とお

慶び申し上げます。私

も、珍しく息子が一週

間も帰ってきましたの

で、ゆっくり家族と過

ごしました。どうか本

年もよろしくお願いい

たします。 

 前回の例会は３週間前のクリスマス例会でした

が、随分昔のように感じられます。小さいお子さ

んがたくさん参加され、家族会らしい賑やかな会

になりました。私もスーパーマンと喰い逃げ犯を

やらせていただき、お蔭さまで特に思い出に強く

残る例会になりました。準備から当日まで頑張っ

ていただいた永澤委員長を始めとする親睦委員の

皆さま、そして劇団の副島監督、大変お疲れ様で

した。 

 先日７日（日）、今年の会長初仕事でガールスカ

ウト５０周年記念式典に出席しました。沢山の団

体が参加した中で、当クラブのみ感謝状と記念品

をいただくことができま

した。思いがけないこと

で感動いたしました。又、

先月１３日に NPO 法人

ビーコム様が例会に出席

され、皆様より寄付をい

ただきましたが、その翌

日に西田代表よりメール

をいただきました。寄付

についてのお礼と、故織

田パストガバナーに大変お世話になったことが記

され、織田さんが弁論大会に送ったビデオレター

も添付されていました。 

 この二つから言えることは、例え寄付だけであ

っても立派な奉仕になるということです。もちろ

ん例会に出席していただき、お互いを良く理解し

合った上で応援する、微力ではありますが今後と

も頑張っておられるこれら団体に対し、少しでも

力になれればと思います。 

 さて今年はどんな一年になるでしょう。私は、

「不確定要素をたくさん抱えているがテクノロジ

ーだけはものすごいスピードで進化していく年」

だと思います。不確定要素とは、北朝鮮問題、ト

ランプ政権の今後、マクロ的には上向いた経済の

動向、そしてどのような自然災害が起こるのかな

どです。しかし、人工知能、自動運転、IoT など

に代表されるテクノロジーは好む好まざるに関係

なく確実に進化していく。そして私には全く理解

不能ですが、仮想通貨とその元になるブロックチ

ェーン理論はものすごいスピードで普及していく
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のでしょう。 

 このように、先行き不透明な一年ではあります

が逆に楽しみでもあります。ロータリーも、寛容

の心を育みながら、人の為社会の為に奉仕をする

という理念の下、ぶれずに活動していきたいと思

います。最後に、この一年が皆様方にとって実り

多く充実した一年になることを祈念し、新年の挨

拶といたします。 

理事会報告 
１）1月 2月 3月プログラムの件         …承認 

２）クリスマス家族会決算案の件         …承認 

３）合同例会の件                  …承認 

４）地区大会予算案の件              …承認 

５）ＲＹＬＡの件                    …承認 

６）８ミリフイルム DVD変換の件           …承認 

７）銚子ウエストポートＬＣ２０周年の件      …承認 

８）茂原中央ＲＣ２５周年の件             …承認 

９）地区委員推薦の件 …承認 小林会員を推薦する 

10）ＩＭの件                        …承認 

11）泉新入候補者の件                …承認 

幹事報告 

【週報拝受】銚子東ＲＣ 

鹿島臨海ＲＣ、佐原ＲＣ 

1. RYLAセミナー実施要項 

2. 姉妹・友好クラブアンケ

ートご協力のお願い 

3. 2018年 1月のロータリーレート 1 ドル=114円 

4. 地区大会・青少年の集い開催のご案内 

5. 地区合同奉仕活動 ＲＩ承認の御礼状 

6. 地区大会における選挙人選出のお願い 

7. ﾄﾛﾝﾄ国際大会での日本人親善朝食会のご案内 

8. 財団室 NEWS 2018年 1月号 

9. 職業奉仕月間リソースのご案内 

10. ロータリー財団補助金管理セミナーのご案内 

11. 規定審議会 制定案投票の集計結果報告 

12. 2018年決議審議会 立法案提出のお願い 

13. 次年度クラブ役員登録のお願い 

14. 地区大会登録変更 締切：1月 19日(金) 

…ガバナー事務所 

15. 第 4回アクターズミーティングのご案内 

…地区ＲＡＣ委員会 

【例会変更】 

銚子東ＲＣ 

1 月 30 日(火)例会は 31 日(水)銚子ＲＣとの合同例会

のため振替休会 

成田空港南ＲＣ 

1月 18日(木)夜間移動例会 新年会成田山参拝 

点鐘 18時田中商店 

 

旭ＲＣ 

1月 26日(金)夜間例会点鐘 18時 30分 

八日市場ＲＣ 

1月 9日(火)振替休会→8日(月)初詣の振替として 

  30日(火)点鐘 18時 30分 柿岡屋 

新年会のため夜間例会 

会員の記念日 

☆誕生日おめでとうございます。 

石毛 充会員(1月 5日） 

兒玉英子会員(1月 6日) 

金子芳則会員(1月 6日 古稀) 

遠山靖士会員(1月 7日) 

佐藤直子会員(1月 8日) 

☆結婚記念日   

遠山靖士会員(12月 23日)  

鈴木達也会員(12月 25日) 

☆入会記念日 

石毛 充会員 (1月 6日) 

兒玉英子会員  (1月 6日) 

阿天坊俊明会員(1月 8日) 

信太秀紀会員  (1月 8日) 

島田洋二郎会員(1月 10日) 

☆創業記念日  

寺内忠正会員(12月 15日) 

富永泰夏会員(12月 23日） 

ニコニコＢＯＸ  

古
稀
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す 
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✧丸山 泰典会員 

年末クリスマス例会は当日キャンセルしてしまい

申し訳ございませんでした。返金していただいた

分に少し足してニコニコＢＯＸいたします。新入

の鈴木会員の会社で購入したスバルの車が一昨日

納入されました。が、もうこすってしまいました。

😢悲しいニコニコです。 

✧永澤  信会員 

昨年末のクリスマス例会、みなさまのご協力によ

り楽しい会にすることができました。ありがとう

ございました。本年もどうぞよろしくお願いしま

す。 

 

新年第一例会 乾杯          

加瀬 貞治会員 

 

 

 

 

卓  話 

「年女の抱負」   佐藤 直子会員 
みなさん、改めまして新

年おめでとうございます。

本日は『年女』というお題

がついていますが、どうも、

この響きといいますかニュ

アンスが好きになれません

ね（笑）そもそも、男とか女

とか・・・ではなく、『還暦』

そのもので良いのではな

いでしょうか。まあ～１００

歩譲って『年女』と言えば、『そう！私、４８歳なの』とも

言えますけど（笑） 

みなさんもご承知の通り『還暦』とは、６０年で生まれ

た年の干支（十干+十二支）に戻ることから、赤ちゃん

に戻る、第二の人生に生まれ変わるとの考え方があり

ます。まあ～、そういうことですから、私もこれから第二

の人生を謳歌したいと思います。 

 さて、私たちの世代、１９５７年から１９６６年に生まれ

た人たちを、日経ビジネスは２０１６年８月の特集号で、

『ゆでガエル世代』と名付けました。『ゆでガエル世

代？』この言葉からは、当然あまり良い印象には受け

取れませんよね。寧ろちょっとバカにしたような比喩に

聞こえます。（笑） 

この『ゆでガエル』と言われるのには『ゆでガエル理論』

というものがあって、カエルを常温の水に入れて徐々

に熱していくと、水温の変化に気が付かず茹で上がっ

て死んでしまう・・・という理論です。これは厳密にいう

と、５０代男性！の会社員に命名されたものですが、

だからと言って、私たち世代を指すものだとしたら、手

放しで喜んでもいられませんよね。団塊の世代の次が、

ポパイ・ＪＪ世代、その次が新人類世代、そしてバブル

世代、団塊ジュニア世代・・・と続くのですが、その中

でもポパイ・ＪＪ世代と新人類世代の二つ融合したもの

がこの『ゆでガエル世代』という新定義で括られている

ようです。 

 この『ゆでガエル世代』は、バブル経済と共に社会

人生活を開始し３０代でバブルが崩壊。その後、１９９

７年には山一証券が破たんし、年功序列が崩壊し、失

われた２０年を経て、気が付けばリタイア前の世代に

入っている。高度成長の余韻とバブルに浮かれて何も

しないうちに、日本社会の変化に取り残されてしまっ

た世代・・・（まだ続きます）５０代に入ると会社では、企

業では管理職から強制的にポストを剥奪する「役職定

年制度」が始まり、年齢に関係なく役職が決まり、降格

と年収の減少が待っている・・・ということです。何という

ことでしょう・・・キツイですね（笑） 

 私たち世代は、戦争を知らない世代です。戦後の高

度成長時代はまだ子供です。そしてバブル経済と共

に社会人生活を開始した途端、３０代でバブル崩壊

等々、決して恵まれた時代背景でもありません。でも、

生まれる時代を選べないのならこの時代をどう生き抜

いていかなければならないかくらいは、考えてきた世

代とも敢えて言わせて頂きたいと思います。（笑）まあ

～難しい話にするつもりもありませんので、『ゆでガエ

ル世代』の話は終わりにします。 

さて、人はどんな歳の重ね方をしていくのが理想な

のでしょうか。アメリカの女性作家で詩人のエラ・ウィー

ラー・ウィルコックスという方がこんなことを言っていま

す。「年齢なんか単なる思い込み、こちらが無視してし

まえば、あちらだって無視してくれる」・・・ 

何かでこの言葉を目にしたとき、深い言葉だと思いま

した。ヒトは年齢を理由に出来ないことの言い訳にす

ることが案外多いのではないでしょうか。勿論、全ての

ことが年齢を無視して出来ることばかりではありません

が、「もうこの年だから」という言葉が若い人から聞かれ

るとき、がっかりすることがあります。また、日本人の感

性と言いますか、「かわいい」とか「若い」とか、何か幼

いことが称賛されるような傾向がありますが、それだけ

日本の社会が欧米と比較して成熟してないのかも知

れません。 

ところで皆さんは「自分の人生の中で最も輝いてい

た、もしくは輝いている時期はいつだったでしょうか？」

という問いに何と答えますでしょうか？私は最近になっ

て、いつでも「今！」と、なるべく答えるようにしていま

す。（笑）それが事実であろうとなかろうと、「今が一番」

ということが言えると、逆にいつも輝いていられることに

気が付いたからです。「人生１００年」の時代に、これか

ら私たちは突入していきます。今までは、「教育→仕
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事→引退」という単純な構造だった人生が、「人生１０

０年」という違う形で既にやってきていると感じます。変

化している社会に生きるには、自分も変化していかな

くてはならない、という感性が必要です。今、そういっ

た過渡期に生きることになっている自分にとって、仕

事のステージがまだまだ続くような気がしていますが、

それには、健康寿命を長く保たなければいけないと自

覚し始めました。私などは時すでに遅しかも？（笑）し

れませんが、それでも仕事がまだ出来るという可能性

は、希望に繋がります。仕事が如何に重要で、楽しく

て、色んな可能性を秘めているかと思うと、モチベー

ションが上がります。 

また、仕事だけでなく、５０代になって、やっと子育

てから解放され、ロータリーを始め、色んな外部組織

に所属させて頂くことになって、自分の世界観が変わ

ったことも事実です。それまでは、子育て、仕事中心

の生活で、思っている以上に自分の視野が狭いことに

気が付きました。そんななかで、６０代に突入すること

には希望が見えます（笑）まだまだ学ぶことの多い環

境にいるということは、まだ少し成長出来るということで

すものね！ 

昔父に「いいか、人生はずっと勉強だよ」と言われた

ことがあります。勉強とは机上の勉強ということだけで

は無いことは言うまでもなく、色んな経験が人を成長さ

せることを父は教えたかったのだと思います。『還暦』

という一つの節目に、「気づき」があったことに感謝し

て、これからまた楽しみたいと思います。 

 

委員会報告 島田洋二郎クラブ研修・情報委員長 

明けましておめでとうござ

います。今年は十干の 5番目

の「戊(ボ)」、十二支は 11 番

目の「戌」、十干十二支では

「戊(ツチノエ) 戌(イヌ)」となり、

繁栄か滅亡かという表裏一体

の年のようですが、平和で繁

栄の年であればと思います。 

「友」の横書き 8ページ、元 RI

理事・松宮剛氏(茅ヶ崎湘南

RC)、「職業奉仕について考える」が載っています。松

宮氏は本年度の 2790 地区の RI 会長代理をしていま

す。昨年 10月、勝浦 RCへ行ってきましたが、松宮氏

もおられ、織田 PGの話、そして 10年前には銚子へも

卓話にいらっしゃったことなどお話を伺いました。 

投稿の中で夏目漱石の話を取り上げ、「職業は受け

手の側にこそ主導権がある＝人のためになる仕事を

余計にすればするほど、それだけ己のためになるの

は因縁」、ロータリーの「超我の奉仕」を思い起こされ

ると言われています。 

12 ページからは「私が実践する‥考える職業奉仕」と

して 8名のロータリアンからの投稿が載っています。皆

さんとても分かり安くご自身の職業奉仕感を語ってい

ますので、新しい会員の皆さんにはぜひ目を通して頂

ければと思います。 

最後に縦書きの 26ページ、とても小さな記事ですが、

「3000 回目の例会祝賀会・長良川のアユで親睦」とい

うことで岐阜の美濃 RC が載っています。美濃 RC は

1956年 4月の創立、銚子 RC創立のちょうど 1年前と

なります。私どもも今年の７月の第 2 例会がちょうど

3000 回の例会となります。思い出に残る記念例会とな

ればと思います。 

＝クラブ研修・情報委員会からのお知らせ＝ 

今月の 29日、スポンサークラブである千葉 RCへの 

例会・メーキャップを予定しています。 

月末の週初めということでお忙しいかとは思いますが、 

県内では会員数も最も多く、歴史のある千葉 RCの 

例会を一度見て頂ければと思います。 

会場は千葉中央公園後ろ、 

「三井ガーデンホテル 3階」MU料金は 3.000円です。 

 

【出席報告】 

会員総数４０名 出席計算３４名  

出 席：２７名 欠 席： ７名  

出席率７９.４１％ 

欠席：青野君・木曽君・高瀬君 

寺内君・富永君・鈴木君 

高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】 なし 

【ニコニコ】 

 

報 告 

ガールスカウト 

千葉県第 21団様より 

感謝状を頂きました。 

ニコニコ BOX ￥ 18,000 計 ￥336,250 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 30,026 

米山 BOX ￥  2,600 計 ￥ 31,908  

希望の風 ￥ 26,101   計 ￥186,201 

次週のプログラム（１月２４日） 

「地域の健康課題」（仮題） 

海匝健康福祉センター 

センター長 井元 浩平様 

お弁当：あぐり（幕の内） 


