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今週のプログラム 

「夜間移動例会 新旧クラブ協議会」 

会場：太陽の里 

 

前回例会報告（６月６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 

今日はこれから梅

雨入りするのでは

ないかと思われま

す。平年は６月８日

に入り、明けが７月

２１日です。去年は

特別早く７月６日

に明けましたが、今

年はどのような梅

雨になるでしょう

か。しばらくは雨に

濡れる紫陽花を楽しみたいと思います。 

 ６月１日（金）に金島次年度会長以下８名が成田

RC の例会に出席されました。３０００回例会にお

越しいただく諸岡 GN にお会いする為ですが、記

念例会の準備着々と進んでいるようです。 

 さて、私の会長としての任期も一カ月きりまし

たが、今更ですが気付いたことがあります。それ

は、RC の会長は「品格」を身に付ける絶好の機会

であるという事です。そこで唐突ですが、「トルク

メニスタン駐日大使と人間の品格について」まず

お話します。 

 先日３日（日）、我々（上総会員大里会員）が実

行委員として携わっている自転車耐久レース「第

３回犬吠埼エンデューロ」が開催されましたが、ト

ルクメニスタンの駐日大使が突然来訪するとの報

が入ってきました。トルクメニスタンは中央アジ

アにあり旧ソ連から独立した国、カスピ海沿いに

ありカザフスタン、ウズベキスタン、アフガニスタ

ン、イランと国境を接している永世中立国です。実

は、今年より６月３日は「世界自転車デー」なのだ

そうですがそれを国連に提唱したのがトルクメニ

スタンで、当日の自転車イベントの中から当大会

を見つけ急遽訪問が決まったそうです。 

 ２回目１０：３０スタートのセレモニーに合せ

来られるとの事。先発隊として鮮やかなグリーン

の T シャツ姿の若手職員３名が来られ、暫くして

白いワイシャツで貫録ある大柄な方、トレーパン

と地味なポロシャツを着た小柄な方が来られまし

たが、その小柄な方が大使とのこと。我々は外見で

大使を間違えました。しかし、トレーパン姿はその

場の雰囲気を考えられての事でしょう。突然の訪

問により周りに気を使わせない思いやり、さりげ

ない振る舞いと穏やかな表情、自分は一歩引いて

若い職員を楽しませる、それでセレモニーでは自

国を何気なくアピールする姿など、さりげない品

格を持たれた方だなと感じました。どことなく信

頼感と風格が漂っています。 

 私は最近世の中で足りないのは品格だと思いま

す。特に政治家、マスコミ、大学、大企業不祥事、

セクハラなどなど。品格ブームは一時ありました。

２００６年「国家の品格」が、２００７年「女性の

品格」がベストセラー本になり、「ハケンの品格」

というドラマもヒットしました。最近は品格とい
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う言葉を忘れがちになりますが、ロータリーは品

格を身に付ける絶好の場であると思います。品格

ある例会、品格あるクラブを目指す。そして皆さん

とのお付き合いを通し、自分自身品格を身に付け

ていきたいと思います。 

 本日は、この後本年度７回目の入会式。そして先

週入会された常世田会員山崎会員の卓話です。新

入会員が加わりますます品格のあるクラブになる

ことを期待します。 

理事会報告 

1） ６月７月８月プログラムの件    …承認 

2） 親睦旅行決算案の件        …承認 

3） 地区研修・協議会決算報告の件     …承認 

4） 新旧クラブ協議会の件             …承認 

5） 加瀬貞治会員・兒玉英子会員・髙木浩一会員 

金子芳則会員退会承認の件         …承認 

6） 会長幹事慰労会・次年度ＡＧ・会長幹事激励会

の件             

 …承認 6/27（水）18：30～ ｷｬﾙﾈﾄﾞｻﾝﾄｩｰﾙ  

7） 3000回記念例会の件             …承認 

8） 千葉科学大学留学生交流会の件     …承認 

6/28（木）18時 30分～カフェマリーナ  

本年度精鋭の理事たち 
本年度１２回目、被選理事会と合せると１６回目の

理事会が本日無事終了致しました。 
和やかな雰囲気ながらも遠慮のない意見も飛び交う

充実した理事会でした。ご協力ありがとうございま

した。          会長 松本 恭一 

幹事報告 
【週報拝受】 

銚子東ＲＣ、鹿島臨

海ＲＣ、館山ＲＣ 

1. 月信掲載用写真

の送り先につい

て 

2. ロータリー親睦活動月間リソースのご案内 

3. クラブにおける植樹の実行状況について 

4. ﾛｰﾀｰｱｸﾄ地区ﾘｰﾀﾞｰの皆さまへ年度末のﾒｯｾｰｼﾞ 

…ガバナー事務所 

5. 映画『ﾌﾞﾚｽしあわせの呼吸』試写会等のご案内       

…ガバナーエレクト事務所 

6. 「汗ふきぬ」拝受       …館山ＲＣ 

7. 銚子市から泳いでｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺを目指すＰチーム

出発のお知らせ   …銚子市国際交流協会 

【例会変更】 

八日市場 RC 

6/2日(土)～3日(日)親睦旅行 振替の為 6/5休会  

19日(火)定款第 8条第 1節 b により休会 

   26日(火)夜間移動例会さよなら例会・家族会  

点鐘 18時 30分 成田ビューホテル 

銚子東ＲＣ 

6 月 26 日(火)点鐘 17 時 45 分 銚子ﾏﾘｰﾅﾌﾘｯﾊﾟｰ号 

最終例会 船上例会の為  

会員の記念日 

☆入会記念日  

田中 英子会員(6月 2日) 

金島  弘会員(6月 4日) 

宮内 秀章会員(6月 4日) 

☆結婚記念日  

阿天坊俊明会員(6月 4日) 

ニコニコＢＯＸ 😊 
✧金島 弘会員 
村田会員 3 年越しの入会お待ちしておりました。

ロータリー楽しんで下さい。 

6 月 3 日第 35 回全国ロータリークラブ野球大会

甲子園球場に旭ＲＣの応援に行って来ました。 

✧リンリンクラブ 
大里忠弘・松本恭一・上総泰茂会員 

6 月 3 日快晴の日曜日犬吠埼エンデューロがおか

げさまで終了しました。御協力ありがとうござい

ました。 

 

 
ニコニコ BOX紹介      

泉 英伸親睦委員 

卓  話  

「新入会員卓話」 常世田 祐一会員 
ただ今、紹介頂きました、銚

子商工信用組合の常世田です。

5 月 30 日に伝統ある銚子ロー

タリークラブに入会させて頂きま

した。金子専務が、６月２６日の

総代会をもって銚子商工を退

任いたします。金子同様どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 本日は、「卓話」という貴重な時間を頂きましたので、

私の事を知って頂きたく自己紹介と仕事のことを少し

話させていただきます。 

 私は、昭和 31年 4月生まれ、銚子市幸町の出身で
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す。私が保育園に入る前に清水町に引っ越しました。

清水小、第一中学、市立銚子と進み、中高はバスケッ

トボールに明け暮れ、中学では初めて開催された関

東大会で３位となり、銅メダルをいただき、すごく印象

に残っています。現在は、香取市旧小見川町に住ん

でいます。 

 私の趣味は、読書です。高校時代は、三島由紀夫

や阿部公房といった純文学から「八っ墓村」で知られ

る横溝正史、推理小説の大家森村誠一、社会派小説

石川達三、ショートショートの星新一、また、ＳＦ作家筒

井康隆は「時をかける少女」で有名ですが、「農協月

へいく」等、ハチャメチャな作品も多く書いています。

ジャンルは広いのですが、ハウツウ物は全く駄目です。 

 興味のない方には申し訳ないのですが、私の本棚と

して本の話をさせて頂きます。 

 私のお気に入り第１位は、藤原伊織の「テロリストの

パラソル」です。この作品は直木賞と江戸川乱歩賞を

同時受賞した史上初めての作品です。 

藤原伊織は、先般労働問題で世間を騒がせた電通の

出身であり、その経験を活かした企業関係の内容を

書いた作品が多い。 

 第２位は、夢枕獏の「神々の山嶺」です。エベレスト

登山の描写が素晴らしく、読んでいて目の前に光景

が浮かぶようでした。夢枕獏は、陰陽師シリーズが有

名ですが、私は時代物が苦手で、彼の作品は「神々

の山嶺」しか読んでいません。 

 私の本の探し方は、銚子商工に入組し、初めてもら

った給料の使い道として、直木賞作品とジャズのＬＰを

毎月購入しようと決め、直木賞作品の題名で選び、お

もしろいとその作家の作品を続けて読みます。 

 第３位は、石田衣良の「下北サンデーズ」です。石田

衣良はコピーライターからの転身です。この作品は、

下北沢の劇団のお話です。高卒の少女が入団し成長

していく姿を所属劇団員の生活を通して描かれ、大会

を勝ち進み、ＴＶ出演や映画出演の決定等スターの

道が決まりかけましたが、演劇を、劇団を選ぶという感

動の作品です。 

 今お話しした順位ですが、どちらかというと印象が強

い作品であり、他の作品でもお気に入りはたくさんあり

ます。 

東野圭吾はあまりに有名、「蒲田行進曲」階段落ちで

有名な脚本家のつかこうへい、同じく脚本家野沢尚の

「破線のマリス」、小役人シリーズの真保裕一、病院シ

リーズの帚木蓬生、同じく千葉県出身海堂尊の「チー

ムバチスタの栄光」シリーズ、ホラー作品の貴志祐介、

現在日本経済新聞「私の履歴書」を執筆中のブラック

ユーモアーの阿刀田高、少し変わったところでは、将

棋界小説大崎善生の「聖の青春」、阿佐田哲也の「麻

雀放浪記」シリーズ、女性作家は、大御所山崎豊子の

御巣鷹山ジャンボジェット機墜落事故を描いた「沈ま

ぬ太陽」全５巻、「模倣犯」で有名な宮部みゆき、音道

貴子刑事シリーズの乃南アサ等々、自分の読書につ

いて話すのはマニアックで非常に恥ずかしいのです

が、思いっきりました。 

 最後に、銚子商工の経営理念は、「地域社会の幸

せづくりに奉仕する」です。 

もちろんロータリーの無償の奉仕とは異なることは認

識しておりますが、行動することには共通項があると思

います。どうぞよろしくご指導ください。ご清聴ありがと

うございました。 

山崎 芳樹会員 
朝日生命の山崎と申します。

先週の 5 月 30 日に初めて会合

に参加させていただき、また本

日、早々に「卓話」の機会をいた

だき、ありがとうございます。何分

初めてのことばかりで、わからな

いことも多く、皆さまにご迷惑を

おかけすることもあるかと思いま

すが、何卒よろしくお願いいたします。本日は、私を少

しでもご理解いただきたく、自己紹介させていただきま

す。 

父の仕事の関係上、小さいころから転勤が多く、私

が生後から高校を卒業するまでに都合 5 回の転勤で、

神奈川県を皮切りに東京、北九州、広島とわたり歩い

てまいりました。今であれば、小学生時代や中学生の

多感な時期に引っ越しをすると、新しい環境に馴染め

ない等の問題があるように聞いていますが、私の場合、

そのような問題はおこらず、平平凡凡と育ってきたかと

思います。（とは言え、今思うと、引っ越しで友人と離

れることが寂しいという気持ちが強かったためか、新し

い環境で人と親しくなることを意識的に避けていたよう

な気がします。）ちょうど昭和から平成に替わるころ、

英語が話せるようになりたいという気持ちはあったもの

の、当時流行っていた映画にあこがれを持ったことが

きっかけという本当に軽い気持ちから、お金をため、

学校への入学準備を行い、大使館に出向いてビザを

取得する等をすべて自分で行い（今ほど、留学業務を

代行する会社がなかったこともありますが）アメリカ・シ

アトルにわたりました。お金もなかったこともあり、寮生

活だったのですが、メキシコ人、インド人、スペイン人

等と同居だったこともあり、様々な人種が存在するとこ

ろだけあって、物の考え方も様々であり、伝えるだけで

はなく、伝わることに重点を置き、自分の意思ははっき

り示していくことが重要であることを実感したことを覚え

ています。平成４年に朝日生命に入社しました。バブ

ル最終期ということもあり、例年１００名程度の新入社

員が入社しますが、平成４年に限っては２４０名もの新

入社員が入社しています。 

私は、入社間もなくして転勤した「山口県下関市」を皮

切りに、大阪、東京、シンガポール、神奈川、東京、長

野、を経て、この銚子に参りました。新しい土地で、潤

滑に仕事をすすめていくうえで、先輩からその土地の



−4− 

言葉を使うようにしろと言われ、実践してきましたが、

大阪弁がなかなかうまくいかず「お前はエセ関西人や

な」等と言われ、苦労いたしました。どの土地でも、結

果としてお客様、上司、先輩、同僚に恵まれました。ま

た転勤しても、いまだにお付き合いをさせていただけ

る方も増えてまいりました。幼少期に離れるのがつら

いからと人と親しくなることをやや避けていたのも、狭

い世界の中だけで考えていたからだろうなと、今にな

って思います。ある上司から「俺が苦労してきたことを、

お前にしっかりと伝えていく。お前はその分について

は、苦労しなくていい。その代り、もっと別の部分で苦

労して、それを後輩にしっかりと伝えて、つなげていけ。

これが企業の存続・継続に繋がっていくんだ」と教えら

れました。これまで、お客様をはじめ、上司、同僚、後

輩にいろいろお世話になってきた私ですが、これから

は私が周囲の人間の役にたつような役割になってい

ることを実感して、頑張ってまいります。今日はありがと

ございました。 

委員会報告 
島田洋二郎クラブ研修・情報委員長 

クラブ 3000 回記念例会の卓話者

としてお迎えする諸岡ＧＮの所属ク

ラブである成田ＲＣへオリエンテーシ

ョンもかねて 6 月 1 日に 8 名で例会

へ伺ってきました。会場は成田ビュ

ーホテル、代表して金島副会長が挨

拶、バナーの交換も致しました。成

田ＲＣは 1961 年に創立、1997 年にはガバナーとして平

山金吾様を輩出、諸岡様がお二人目となります。また、

地区内ではＣＬＰをいち早く取り入れ、クラブの組織改革

を行ったクラブでもあります。 

 本年度最後の「ロータリーの友」の会長メッセージ、イア

ンライズリー会長は一年を振り返りコメントをされています。

ライズリー会長は植樹活動に熱心な方ですが、「会員一

人が一本の植樹を・・」を目標に、これまで 120 万本を超

える植樹が行われました。日本の各クラブの植樹活動も

紹介されていますが、サクラやツツジが主のようです。ま

た、広島の原爆に耐えた「被爆桜」を福島原発事故のた

め今でも風評被害が続いている喜多方に植樹をした投

稿も紹介されています。前者の多くは環境美化を目的と

したもの、そして被爆桜は記念植樹です。 

 アマゾンの熱帯雨林は 50年間で 5分の一となり、地球

上で失われたすべての熱帯雨林は東京都の 25倍、これ

まで植樹を一切してこなかったら、その面積は 60 倍とも

言われています。また、森林の劣化、山の治水の変化に

よって毎年のように洪水や土砂崩れも頻発しています。 

環境美化のための植樹、そして記念植樹ももちろん意

義あることですが、ライズリー会長の言う植樹は主として

地球温暖化、環境保護といった地球持続可能性が目標、

継続的で世界規模となるメッセージということです。 

 最後に、1920 年創立の東京ＲＣは 2 年後に 100 周年

を迎えます。同時に日本のロータリーも誕生 100 年となり、

ロータリー100 周年実行委員会ではこれを記念して「100

周年記念ゴング」を作成し、34 地区すべてに贈ることに

なりました。各地区のガバナーが公式訪問の際これを持

参し、各クラブの会長が点鐘をすることになります。 

 毎月行ってきた研修情報委員会の報告も最後となりま

す。一年間ご清聴を頂き有難うございました。 

高橋宏資地域・環境保全委員長 

「銚子の自然環境」文集が出来

上がりました。 

 

 

 

入会式 

村田 等会員 
事業所：㈲村田工業所  

代表取締役 

職業分類：鉄鋼製造 

所属委員会：親睦活動 

ｶｳﾝｾﾗｰ：宮内龍雄会員 

 

 
【出席報告】 

会員総数４５名 出席計算３９名  

出席：３２名 欠席：７名 出席率８２．０５％ 

欠席 石毛(英)君・木曽君・副島君・髙木君 

富永君・鈴木君・高橋宏明君 

 

【Ｍ Ｕ】 

6/2次年度ＡＧ研修会 高橋宏資君 

6/5RAC例会 石毛充君・丸山君・髙木君・寺内君 

6/6両 RC新旧正副会長幹事会 金島君・小林君 

松本君・宮内(秀)君・櫻井(公)君・寺内君 

6/12銚子東ＲＣ 金子君 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 16,000 計 ￥589,250 

スモールコイン ￥  2,580 計 ￥ 51,617 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 52,730  

希望の風 ￥ 27,000  計 ￥311,301 

次週のプログラム（６月２０日） 

「五大奉仕委員長退任挨拶」 
金島 弘クラブ奉仕委員長 

高瀬 幸雄職業奉仕委員長 

宮内 秀章社会奉仕委員長 

佐藤 直子国際奉仕委員長 

丸山 泰典青少年奉仕委員長 

 

お弁当：高浦（幕の内） 

 

 

 

 


