
  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第３００７号（２０１８年９月５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 

合同例会（進行）銚子東ＲＣ Ｓ．Ａ．Ａ長谷川 弘 

点鐘(12：30）   銚子東ＲＣ 大内 一恭会長 

国歌・ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」  

お客様紹介    銚子東ＲＣ 中川 進親睦委員長 

会長挨拶     銚子東ＲＣ 大内 一恭会長 

幹事報告     銚子東ＲＣ 森 はるみ幹事 

銚子ＲＣ  櫻井 公恵幹事 

ニコニコ紹介   銚子東ＲＣ 中川進親睦委員長 

米山奨学金交付 米山奨学生 張 徳 昌 

ガバナー紹介  

第 8 グループガバナー補佐 高橋宏資様 

卓  話「伝統と未来～誇りと連帯感～」 

ＲＩＤ2790 ガバナー 橋岡 久太郎様 

出席報告 銚子東ＲＣ 宮内 博出席・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 

銚子ＲＣ   信太 秀紀例会運営委員長 

点   鐘        銚子東ＲＣ 大内 一恭会長 

 

クラブ協議会 13：40～15：10 五大奉仕委員長発表 

 

懇親会 16：00～ 銚子プラザホテル７階 

前回例会報告（８月２９日） 

点鐘：金島 弘会長 

ロータリーソング：四つのテスト 

ビジター紹介： 

銚子東ＲＣ会長大内一恭様 

 

 

会長挨拶 

先週の報告をさせて頂きます。 

8月 25日（土）2790地区米山委員長セミナーが

13 時 30 分千葉商工会議所で開催され、青野秀

樹委員長が出席されました。14時より会員増強・

維持拡大セミナーが TKP ガーデンシティ千葉で

行われ上総泰茂委員長と私が参加して、第 1 部

の講演で我がクラブ信太秀紀例会運営委員長の

「共感力」

と題して

50 分間の

熱のこも

った感情

たっぷり

で、会場内

だれ一人

として寝る人はいませんでした。(写真上) 



−2− 

米山セミナ

ーの会場か

ら遅れてき

た橋岡久太

郎ガバナー

もつむじ挨

拶をして感

銘を受けま

した。各クラブより卓話の依頼が殺到すると思

います。我がクラブでも続きの卓話を宜しくお

願い致します。 

 今週は財団セミナーがありますので高瀬委員

長宜しくお願い致します。 

 今日は銚子市の出生と住宅着工件数について

話させて頂きます。 

銚子市の人口は 1965年（昭和 40年）の 91,492

人をピークに毎年減少しています。平成 20年か

ら 25 年までは 1 年間に生まれる子どもの数は

300人台でした。平成 28年度は 258人でした。

毎月銚子広報の裏面下部に小さく人口推移が出

ております。今年 1月は 15人、2月 17人、3月

18 人、4 月 16 人、5 月 13 人、6 月 23 人で半年

合計は 102人です。6年後には 12の各小学校へ

入学すると思います。人口減少は全国的ですが、

将来ロータリークラブ会員増強にも少なくとも

影響あると思います。  

 住宅着工数は、昭和 50年前後は、確認申請が

1000件を超えていて、建設業者は 600件、設計

事務所も 200件近く登録していました。平成 16

年は大学関連のアパートが増え、前年 444 増の

915戸数でした。平成 23年頃は 220戸前後の個

数で推移しています。今年 1月の世帯数は 27430

世帯で 6 月の世帯数は 27424 世帯です。1 月の

人口は 62889 人で 6 月は 62182 人となり、半年

で 707 人の人口減です。6 月の外国人の住民登

録は 2085人です。 

 

 

第 3 回定例理事会報告  

１）９月１０月１１月プログラムの件 …承認 

２）観月会予算案の件         …承認 

３）地区大会の件          …承認 

４）ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式合同訪問例会・ｸﾗﾌﾞ協議会・懇親会

の件                  …承認 

５）米岡新入候補者の件       …承認 

６）両ＲＣ合同ｽﾎﾟｰﾂ大会決算案の件 …承認 

 

幹事報告  

【週報拝受】銚子東ＲＣ 

1.ガバナー月信 13号拝受 

…直前ガバナー事務所 

2.2018年 9月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ  

１ドル＝１１２円 

…ガバナー事務所 

3.女子ソフト台湾代表の事前キャンプに伴う広告

協賛のお礼 

…銚子市世界大会等キャンプ誘致推進委員会 

【例会変更】 

成田空港南ＲＣ 

9月 13日(木)休会  

  20 日(木)移動例会観月会 大相撲秋場所観戦 

両国国技館 

  27日(木)移動例会 工場見学 

銚子東ＲＣ 

９月 4 日(火)振替休会→5 日(水)ガバナー公式訪

問銚子ＲＣとの合同例会 

  25日(火)観月会 点鐘 18時 30分  

犬吠埼ホテル 
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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  

✧銚子東ＲＣ 大内 一恭会長 

先日のボーリング大会にて上

位５名の合計スコアでの団体

戦、東クラブ勝たせて頂きま

した。ありがとうございまし

た。 

卓  話 

「新入会員卓話」 村田 等会員 

ただ今、ご紹介にあずかりました村田です。 

本日はこの様な貴重な機会を頂きまして有難う

ございます。 

皆様のお力で伝統ある銚子ロータリークラブに

入会する事が出来ました。「卓話」という様な素

敵なお話が出来ませんが、私の自己紹介と仕事

の中から逸話話やらをお話させて頂きたいと思

います。 

私は昭和３１年４月７日生まれで若宮小（現

双葉小）第四中学（現銚子中）、市立銚子高校、

芝浦工業大学と進みました。 

中学時代は水泳部に所属、高校時代はラグビ

ーを２年次までやっておりました。特に中学３

年次には１００M 背泳で県新記録を出して私の

記録は７年程更新されませんでした。運動神経

は小さい頃から良く、走り幅跳びは小学６年次

に４M５５㎝跳び、市内で１位に中学時代は校内

陸上競技大会の高跳びで１M５８㎝（正面跳び）

を飛び１位になった記憶が有ります。自慢話で

すね。高校１年次の勝浦での若潮国体のラグビ

ーの試合に１年生で補欠メンバーに登録されて

驚いた記憶も有ります。 

趣味はレコード鑑賞、ＣＤ鑑賞と読書でジャ

ンルはオペラとクラシック音楽です。少し挙げ

ますと…。ショパンの「幻想即興曲」などのピア

ノ名曲、エルガーの「愛のあいさつ」などのバイ

オリン名曲、バッハの「Ｇ線上のマリア」などの

バロック名曲、ガーシュラインの「ラプソディ・

イン・ブルー」などのオーケストラ名曲、モーツ

アルトの「恋とはどんなものか」などのオペラ・

マリア名曲、又器楽名曲も好きでバブロ・カザル

スの「鳥の歌」はカタロニア民謡で素敵です。マ

リア・カラスは言うまでもなく大好きです。更に

ヘンデルのオンブラ・マイフ（なつかしい木か

げ）も良いですね。なのでデスクワーク中や車で

の移動中にたえずクラシック音楽を聴いており

ます。又、読書好きで新刊書や文藝春秋は２０数

年毎月購読しております。作家は村上春樹ファ

ンですが、新旧の作家さんの本も読んでおりま

す。 

さて本題に入ります。家業が鉄工所ですので

小学生高学年の時には職人さん達に混じり孔明

け作業、塗装等の軽作業を手伝っており大人達

の世界を多少肌で感じておりました。 

私が中学時代は市内が建築ブームで月に何回か
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有る鉄骨の上棟式にご祝儀欲しさから建方の応

援に度々行った記憶が有ります。なので同級生

よりは早くに現場の事や大人、職人さん達と多

く接したと思います。又日本の建築文化（上棟

式）やしきたりを早くに知った方です。家庭では

私の場合中学３年の受験時に父親が現場で腰に

ケガをして１年程入院しました。なので当然学

校に通いながら日曜日は殆んど仕事の手伝いを

しておりました。勉強する時間はあまり無く暇

さえ有れば溶接作業等を応援して勉強は朝方迄

遣った記憶が有ります。更に高校３年の受験時

には母親が甲状腺ガンで入院・手術をして１月

程入院しました。この時、弟は 13才、妹は７才

で、父親は炊事洗濯は全くせず私が学校に行く

前に全てを終わらせて通った事を今では良くや

ったなあ～と思います。 

皆様方に置かれましても大なり小なりのご苦労

は経験されているとは思いますが話させて戴き

ました。 

私の会社は自分が二代目で個人経営を経て現

在に至る迄、約七十数年経過しております。主に

全国の石油化学コンビナート系の仕事に携わっ

ております。従業員は１２名で私も現役で現場

にも従事しております。なので職人さん達の痛

さや辛さもいつも肌で感じて仕事をしておりま

す。現在は政府の働き方改革や労働時間の短縮

等が取り立たされておりますが、我々町工場を

取り巻く環境は厳しく仕事のパイも増えており

ます。そんな中で熟練工の不足、納期不足、厳し

い受注金額等の３重苦と葛藤しております。 

 最後になりますが、こんな仕事漬けの余裕の

無い中で銚子ロータリークラブに入会させて戴

きました。なので水曜日は全く仕事の事は忘れ

て皆様と楽しく過ごさせて戴きたいと思います。

自分は微力ですが、無力では有りません。利他の

気持ちで仕事を通じて社会に貢献したいと思っ

ております。今後共宜しくお願い致します。ご清

聴有難うございました。 

 

委員会報告 

8/29 例会終了後、

クラブ研修・情報委

員会を開催しました。 

9/12月間に因んで 

卓話をします。 

 

 

 

【出席報告】 

会員総数４０名 

出席計算３７名  

出席：２６名  欠席：9 名  出席率７５．６８％ 

欠席者：木曽君・永澤君・大岩君・副島君・須永君 

鈴木君・高橋宏明君・富永君・山崎君 

【Ｍ Ｕ】 

9/1 財団セミナー 金島君・高瀬君 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 6,000 計 ￥98 ,060 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥  7,431 

米山 BOX ￥ 2,197 計 ￥  9,098 

希望の風 ￥ ― 計 ￥ 50,100 

次週（９月１２日）のプログラム 

「ロータリーの友月間に因んで／ＣＬＰについて」 

松本 恭一クラブ研修・情報委員長  

お弁当：辰巳家（にぎり） 

 

 

 

 

 


