
  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第３００４号（２０１８年８月８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  金 島   弘 

副会長 宮 内 秀 章 

幹 事 櫻 井 公 恵 

会 計 常世田 祐 一 

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   

2018-2019年度 ＲＩ会長テーマ 

インスピレーションになろう 

ＢＥ ＴＨＥ ＩＮＳＰＩＲＡＴＩＯＮ 
ＲＩ会長 バリー・ラシン 

 

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 

ガバナー橋岡久太郎 (佐倉中央RC)  

広報・会報委員会   

委員長 永澤 信  副委員長 島田洋二郎 

委  員  大岩 將道 
  

 
 

今週のプログラム 

「会員増強は、クラブと会長の最重要課題」 

地区会員増強・維持拡大委員会 

委員長 櫻井 守様 （千葉 RC） 

 

前回例会報告（８月１日） 

点鐘：金島 弘会長 

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： 

銚子東ＲＣ  

会長 大内 一恭様 

藤﨑 一成様(卓話) 

会長挨拶 

一週間の報告をさせていただきます。 

7 月 26 日 19 時より、絶景の宿犬吠埼ホテル

にて、女子ソフトボール台湾代表チームの来日

に伴う歓迎レセプションパーティーに参加して

来ました。8 月 2 日から千葉県内４会場で開催

される「第16回世界女子ソフトボール選手大会」

に出場する女子ソフトボール台湾代表チームが

7 月 25 日～8 月 1 日にかけて本市で事前キャン

プを行っています。クラブとして市営球場特設

野外フェンスに協賛広告を出しております。 

8 月 6 日 15 時 30 分ナスパスタジアムで、台

湾代表チーム対オランダ代表チームにより初戦

が行われます。行ける方がいましたら、車を出し

ますので一緒に応援に行きましょう。 

8月会員増強・新クラブ結成推進月間です。ま

ず、会員増強において特に重要なのは、会員を維

持することだと思います。会員の満足度を高め

るために、関心や希望について定期的に意見を

聞かせて頂けたらと思います。会員が積極的に

参加できる機会を増すことは活気を生み、更に

活動を充実させることにより、会員であり続け

ようという気持ちも強くなると思います。 

そして、会員増強委員会ですが、新会員の勧誘

は全会員の責務です。友人、家族、同僚や仕事で
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の知人、地域社会のリーダーに進んで声をかけ、

ロータリーのエッセンスをアピールしましょう。 

増強委員会は、3 年前より毎月第 1 例会終了

後に委員会を行っています。会員の参加をお待

ちして、情報交換をしてください。なお 8月 25

日 14 時より TKP 千葉ガーデンシティー千葉に

て、2790 地区会員増強・維持拡大セミナーが行

われます。第 1 部講演で、クラブ会員全員での

増強の取り組み方を、軽妙かつパワフルな語り

口で増強へのモチベーションを高めてくれる講

師は、我クラブ信太秀紀会員です。順増 2 名を

目指して宜しくお願い致します。 

第 2 回定例理事会報告  

１）８月９月１０月プログラムの件   …承認 

２）３０００回記念例会決算案の件   …承認 

３）１７－１８年度決算案の件     …承認 

４）１８－１９年度予算案の件     …承認 

５）両クラブ合同スポーツ大会予算案の件…承認 

６）ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問ｸﾗﾌﾞ協議会・ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式合同

訪問の件 

…承認 補佐訪問８/２２（水） 

    公式訪問９/５（水）東クラブと合同 

７）米山記念館寄付の件        …承認 

８）千葉科学大学留学生交流会決算報告の件 

                   …承認

幹事報告  

【週報拝受】佐原香取ＲＣ 

【活動計画書拝受】佐原香取ＲＣ 

1. 例会休会と出席率計算・出席免除について 

2. 2018年 8月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ 1ドル=112円 

3. ガバナー事務所及びエレクト事務所夏季休業

のお知らせ 

4. 米山クラブ委員長の手引きについて 

5. 地区大会のご案内 

…ガバナー事務所 

6. 小見川ＲＣ事務局住所変更のお知らせ                      

…小見川ＲＣ 

7. 2018-19年度ロータリーの友手引書 

…一般社団法人ロータリーの友事務所 

8. 確定申告用寄附金領収証（1月～6月） 

…公益財団法人ロータリー日本財団 

9. 第 66回銚子市小中学校児童生徒・教職員科学

作品展の開催について 

…銚子市小中学校文化振興協会 

【例会変更】 

八日市場ＲＣ 

８月１４日(火)休会（お盆のため） 

  ２８日（火）例会変更分として２９日(水)東京

ＲＣへビジター訪問及び納涼家族

会のため 

銚子東ＲＣ 

8月 14日(火)定款第 8条第 1節Ｃにより休会 

（お盆） 

会員の記念日 

誕生日おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

永澤  信会員(7 月 27日) 

島田洋二郎会員(7 月 30日) 

寺内 忠正会員(7 月 30日) 

 

創業記念日   

佐藤 直子会員(8月 1日) 

永澤  信会員(8 月 1日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧銚子東ＲＣ 藤﨑 一成様 

本日はお招き頂きありがとうございます。 

✧金島 弘会長 

8 月 3 日長岡花火大会 米百俵 尺玉 100 連発を見

に行って来ます。暑そうです！！ 
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卓  話        

「大同生命創業者広岡浅子と 

      ロータリーの意外な関係」 

銚子東ロータリークラブ 藤﨑 一成 様 

1. 自己紹介 

本日は重鎮集う名門銚子RC様にて卓話の機会

を頂き身に余る光栄です。 

私は昭和 56 年 5 月 18 日、父・和幸、母・富

貴枝の長男として香取郡山田町小川に生を受け

ました。 

学生時代の思い出は学校の距離が全て遠かっ 

たということです。小学校は坂道のアップダウ

ンで徒歩３．６キロ。中学校は自転車で７．５キ

ロ。夏場など小学校１年生で重いランドセルを

背負って通学するのはある種の決死行のような

ものでした。 

当時は今と違い親の送迎で通学することを恥

とする文化がありました。ですから雨が降って

も風が吹いても徒歩通学に励む学生時代でした。 

2. 大同生命との出会い 

そんな私が大同生命に入社したのは23歳の時

です。以来、お客様に恵まれ今日まで生き残って

います。お客様にはただただ感謝です。 

私のビジネスモデルは「紹介ビジネス」です。

悩み事に直面している人にお会いした時、その

悩みが保険で解決できることならば、私がプロ

の保険屋として保険を使ってその悩みを解決し

てさしあげます。しかし、悩み事のなかには保険

では解決がつかないこと、また保険で解決出来

ることであったとしても自分が取扱う商品の中

では難しい事案もございます。 

その場合自分の人脈の中でその問題が解決で

きる専門家を紹介してあげるのです。 

そうすると目の前のお客様は悩み事が解決し

てハッピーになりますし、私から紹介を受けた

専門家の方も仕事が増えてハッピーになります。

こうした仕事をしていると例え保険は売れなく

ても恩を売っておくことができます。 

すると将来、その人が保険を検討する機会が

あった時には「あの時は藤崎さんのおかげで良

い人を紹介してもらって助かった。実は、保険の

ことで相談に乗ってもらいたいことがあるから

来てくれる？」となったりするのです。 

そして私が目指す仕事の理想像は『困りごと

の総合相談所 THE 藤崎』です。今の時代、困り

事、調べ事に直面した時、多くの人がスマホの検

索窓に検索キーワードを入れますが、その検索

窓の人間版、つまり『生きた検索窓』を目指して

います。 

3. 広岡浅子 

明治の女傑と呼ばれる広岡浅子は、NHK朝の連

続テレビ小説「あさが来た」において、ヒロイン

の「あさ」のモデルとなった女性であり、大同生

命の創業にも深く関わった人物です。 

ドラマの中で「加野屋」と呼ばれていた店は浅

子が嫁いだ大阪の商家「加島屋」がモデルとなっ

ております。加島屋の事業の一角に大同生命が

あり、現在加島屋跡地には大同生命の大阪本社

が建っています。 

いま、大同生命大阪本社では加島屋に伝わる
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様々な歴史的資料をメモリアルホールとして展

示しています。大阪にお越しの際は是非お立ち

寄り頂きたいと思います。（場所：大阪市西区江

戸堀 1-2-1） 

4. 大阪ＲＣの源流 

関西ロータリーの起点であり国内二番目に誕

生した名門クラブ大阪 RC ですが、その初代会長

を務めたのが星野行則でありその勤務先は「加

島銀行」と記録されています。 

加島という言葉でお気づきの方もおられると

思いますが、星野氏は大同生命を生み出した加

島屋を母体とする加島銀行を勤務先としていた

のです。 

そしてこの星野行則の加島銀行への入社経緯

がまことに興味深いものでありました。1963 年

ロータリーの友 3 月号にそのことを知る記述が

ありました。わかりやすく図で説明いたします。 

 

 

5. むすび 

大阪RCの創立に大きく貢献したのが星野行則

であって、その星野行則を実業界入りさせたの

が大同生命創業者のひとり広岡浅子であったこ

とを思えば、広岡浅子もロータリーの発展に陰

ながら貢献したとも言えるのではないでしょう

か。 

 

 

 

 

委員会報告  松本恭一クラブ研修・情報委員長 

ロータリーの友 8月号 

読みどころ紹介 

 

 

 

 

 

 

【出席報告】 

会員総数４０名  

出席計算３７名  

出席：２９名  

欠席：８名  

出席率７８．３８％ 

欠席者 木曽君・神津君・村田君・大里君・島田君 

富永君・鈴木君・高橋宏明君 

 

【Ｍ Ｕ】 

7/31 銚子東ＲＣ 神津君・大里君・島田君  

8/7  銚子東ＲＣ 高瀬君 

8/7  八日市場ＲＣ 石毛充君 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥11,000 計 ￥75 ,060 

スモールコイン ￥ 3,100 計 ￥  5,331 

米山 BOX ￥ ―  計 ￥  4,801 

希望の風 ￥25,000 計 ￥ 50,100 

次週 15 日は休会です。 

次回（８月２２日）のプログラム 

ガバナー補佐訪問 

卓話「例会と親睦」 

第 8 グループガバナー補佐 高橋 宏資様 

※例会終了後、クラブ協議会開催 

 

お弁当：膳 （幕の内） 

 

 

 

 

 

出席報告 

信太例会運営委員長 


