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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ＲＣ・銚子東ＲＣ合同例会 

平成 30 年 1 月 31 日(水) 太陽の里 

（進行）櫻井公恵ＳＡＡ 

例 会 

18:00 

開会点鐘    松本 恭一会長(銚子ＲＣ) 

国歌君が代斉唱 

ロータリーソング「四つのテスト」 

お客様紹介   櫻井 公恵ＳＡＡ 

会長挨拶    松本 恭一会長 

幹事報告    小林 昭弘幹事(銚子ＲＣ） 

        宮内  博幹事(銚子東ＲＣ) 

卓話者紹介   島田洋二郎ｸﾗﾌﾞ研修委員長  

18:25 

卓 話「職業とロータリーと私」 

 地区ガバナーノミニー・デジグネート 

        漆原 摂子様（勝浦ＲＣ） 

質疑応答 

謝  辞    松本 恭一会長 

出席報告    両クラブ出席委員長 

19:30 

閉会点鐘    松本 恭一会長 

 

懇親会 １９：４５～２１：２０ 

（進行：銚子 RC）永澤 信親睦活動委員長 

 

前回例会報告（１月２４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：  

海匝健康福祉センターセンター長 井元 浩平様 

（卓話） 

会長挨拶 

 大変寒い日が続きます。東京では雪が２０ｃ

ｍ以上積り大騒ぎになっています。関東地方で

積もらなかったのは銚子と館山だけのようです。

明日はもっと寒くなるようですが、冬は冬らし

くこの位寒くていいのではないかと思います。

「世界一寒い定住地」をご存じですか。北極圏

の南端、ロシア・サハ共和国オイシャコン村と

いう所だそうですが、人口５００名弱、冬は－

６０℃になることもあり今回の寒波では－６

７℃、－５２℃を上回らないと休校になってし

まうそうです。そこに住んでおられる若い女性
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が、SNS で大変な人気となっています。寒さに

負けずに大変明るく、街の様子、まつ毛が凍っ

た写真などをアップしています。この位の寒さ

で大騒ぎしていたら、彼女に笑われますね。 

 本日は、国際ロータリークラブ（RI）の情報

をお伝えします。国際大会が６月２３日～２７

日にカナダのトロントで開催されますが、本年

度はその前に、RI 会長主催の平和会議が６回開

催されます。これは特別な会議であり毎年は開

催されません。今年度は、イアン HS ライズリ

ー会長の方針で開催されるのですが、その日程

に驚かされます。 

 １回目 2/10 カナダ・バンクーバー、２回目

2/17 レバノン・ベイルート、３回目 2/24 英国・

コベントリー、４回目 3/17 オーストラリア・シ

ドニー、５回目 4/28 イタリア・タラント、６回

目 6/2 米国・シカゴ、そしてその後は国際大会

と続きます。 

 これは、本年度ロータリーの６つの重点項目

と平和について話し合う会議です。特にライズ

リー会長は、１回目のテーマ「環境の持続可能

性と平和について」を重視され、「これは私にと

って大切なトピックであり、ロータリーで今後

最も力を入れる分野だと考える」と言われてい

ます。 

 この環境問題については、私は日本の国がも

う少し世界でイニシアティブをとってもいいの

ではないかと考えます。それまでも積極的にか

かわってはきました。例えば、「持続可能な社会」

という概念は、１９８７年の「環境と開発に関

する世界委員会」の報告書で初めて紹介された

言葉ですが、この委員会は日本の提案により設

置されたそうです。また、２０１５年にパリ協

定（COP21）が採択されましたが、これは１９

９７年日本が主導した京都会議（COP3）の「京

都議定書」が土台になっています。そして日本

は省エネ技術も最先端をいきます。環境産業市

場も２０５０年に 2 千兆円とも言われています。

環境問題こそ、日本が世界で主導できる分野で

はないでしょうか。 

 本日の卓話は海匝健康福祉センター井元セン

ター長のお話です。健康問題は我々にとって一

番の関心事になっています。内容を楽しみにし

て会長挨拶といたします。 

  

臨時理事会報告 

１）泉入会員所属委員会・カウンセラーの件 

…承認  

親睦活動委員会、ｶｳﾝｾﾗｰは島田洋二郎会員に決定 

 

幹事報告 
1.2018学年度 世話クラブと 

カウンセラー引受けのお願い 

2.米山記念奨学会財団設立 50周年   

記念誌 送付のご案内 

…ガバナー事務所 

3.地区ﾁｰﾑ研修ｾﾐﾅｰご案内・仮委嘱

状  …ガバナーエレクト事務所 

4.設立５０周年記念誌拝受 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

 

【例会変更】 

成田空港南ＲＣ 

２月８日(木)休会 

  15日(木)夜間移動例会 あづま庵 

  20日(火)ＩＭ 点鐘 13時 30分 一宮館 

  22日(木)休会（ＩＭの振替） 

   

会員の記念日 

☆結婚記念日   

桜井 広和会員(1月 21日) 

上総 泰茂会員(１月 24日) 

☆創業記念日  

宮内 龍雄会員(1月 20日） 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧金島 弘会員 

20 年ぶりに 22 日大相撲マス

席観戦してきました。雪で帰

りは 5 時間かかり

ました。 
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✧櫻井 公恵会員 

来月 2月 8日(木)銚子市体育館

にて弊社展示会を開催します。

お時間がありましたらぜひお

はこび下さい。お土産を用意し

てお待ちしております。 

 

 

 

卓  話 

「地域の健康の話題」 

千葉県海匝健康福祉センター 

センター長 井元 浩平様 

今日お話しする最初のテーマは風邪やインフ

ルエンザの予防の方法です。 

今インフルエンザが猛威をふるっていますね。

風邪やインフルエンザはどのように感染するの

でしょうか。 

患者さんがした咳を直接吸い込むことで感染

する。それはそれで正しいのですが、もっと可

能性の高い感染経路があります。それは指です。

患者さんの咳の中に含まれるウィルスが手すり

や机、椅子に落ちて（平均８時間生きている）、

それを指ですくい取って鼻の粘膜にこすりつけ

る、指を口でくわえることで感染する経路です。

したがって鼻をこすらない、指をくわえない、

ウィルスによっては目をこすらないことを実践

していただくだけで風邪やインフルエンザにな

る可能性は格段に減ります。手洗いや手の消毒

が勧められるのはそのためです。外出後やマス

クを外した時は手洗いを忘れずに。また、鼻が

かゆくなったらハンカチかティッシュを使って

ください。 

鼻をこすらない、指をくわえないことを実践

しても毎年風邪をひいてしまう人がいます。鼻

やのどの粘膜の極端に弱いこのような人は、風

邪やインフルエンザの流行時期には外出時マス

クをしましょう。鼻やのどが加湿されて、しか

も鼻をこすれないので効果的です。うがいは予

防の効果はほとんどありません。予防注射も過

信は禁物です。 

次のテーマは胃がんのお話です。 

この地域は胃がんの死亡者が男女とも高いの

ですが、胃がんは早く見つければ治る病気です。

胃がんは、ほとんどがピロリ菌の感染と関係が

あるとされています。子供のころ不衛生な井戸

水を飲むなどしてピロリ菌に感染し、それが中

年以降に胃がんにつながるのです。ピロリ菌に

感染していなければ胃がんになることは稀です。

逆に、血液検査でピロリ菌に感染していること

が分かれば、毎年胃がん検診（内視鏡検査がベ

スト）を受けて、がんを早期に発見する必要が

あります。ピロリ菌は胃潰瘍も起こすので、胃

の調子が悪くてお医者さんにかかったら、それ

以外の機会でもよいですので、ピロリ菌の検査

を医師にお願いしてください。１度でよいです。

大人になってからのピロリ菌の感染では胃がん

になることはないとされています。子供のころ

の感染が胃がんの発症につながるので、今ピロ

リ菌抗体が陰性なら、将来たとえピロリ菌に汚

染された水を飲んだとしても心配ないというこ

とです。 

ピロリ菌の除菌治療は若年では胃がんの予防

に効果がありますが、中年以降の除菌治療は効

果があるという成績とそうでもないという成績

があります。今検査をして抗体が陽性なら、除

菌をしてもしなくてもは胃の定期検診をお勧め

します。近いうちに血液で早期がんも分かる検

査が実用化される可能性があり期待しておりま

す。 

海匝地域は平均寿命が短いといわれています。

寿命の足を引っぱっている原因の一つが胃がん

です。まずは皆さんやご家族、周囲の方が胃が

んで亡くなることのないようにしていただきた

いと思っております。 
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入会式 

泉 英伸会員 

事業所：弁護士法人東京ハレノ

ヒ法律事務所 
銚子総合法律事務所 

職業分類：弁護士 

所属委員会：親睦活動委員会 

ｶｳﾝｾﾗｰ：島田洋二郎会員 

 

仮委嘱状伝達 

18-19年度第 7分区ガバナー補佐 高橋宏資会員 

ローターアクﾄ委員会副委員長   小林昭弘会員 

米山記念奨学委員会 委員     髙木浩一会員 

 

【出席報告】 

会員総数４１名  

出席計算３６名  

出 席：２７名 欠席：９名  

出席率 ７５.００％ 

欠席：青野君・木曽君・丸山君・大里君 

佐藤君・副島君・富永君・鈴木君 

高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】 

1/21アクターズミーティング 小林君・丸山君 

1/24銚子東ＲＣ 大里君 

1/29千葉ＲＣ   

石毛君・金島君・松本君・島田君・寺内君 

 

【ニコニコ】 

お知らせ 
 
次年度テーマは「インスピレーションになろう」 

会長エレクトが発表 

ラシン会長エレクトは、米国サンディエゴで

開催中のロータリー国際協議会で、次期地区ガ

バナーに向けて 2018-19 年度テーマ「インスピ

レーションになろう」を発表しました。 

（RI HPより） 

 

ニコニコ BOX ￥ 9,000 計 ￥352,250 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 32,326 

米山 BOX ￥ 2,100 計 ￥ 34,008  

希望の風 ￥ ―   計 ￥186,201 

次週のプログラム（２月７日） 

木曽 功会員卓話 

 

お弁当：入船（幕の内） 

 

 

 

 


