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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  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 

「なぜ甲子園をめざすか」 

阿天坊 俊明会員 

 

前回例会報告（10月 17日） 

点鐘：金島 弘会長 

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 

ビジターなし 

 

 

 

会長挨拶 

10月 14日（日）午前 10時より、小雨降る中、

ロータリー憩いの森プロジェクト作業に24名の

参加を頂きましてありがとうございました。

2013年 6月に前年 55周年に因んで 55本の桜を

会員とパスト会長令夫人で植樹していました。

今回は、桜の根元を重機で堀り、参加された皆さ

んには肥料を一輪車で運搬して入れてもらい、

大変お疲れさまでした。普段重労働をしない方

は、筋肉痛は大丈夫でしたでしょうか？地区補

助金を申請しての階段設置、アルミの藤棚、御影

石のベンチ２台、コブシ、藤、百日紅（サルスベ

リ）４本を植樹しました。来年 3月にはコブシ、

４月には桜、5月には藤、6月には百日紅の花が

咲くと思います。是非来年 4 月のお花見移動例

会は、天候が良ければ野外で行いたいと思いま

す。 

 16 日（火）に銚子東ロータリークラブ移動例

会にお誘い頂き、参加してきました。銚子を朝 6

時に観光バスで出発して圏央道に乗り、鶴ヶ島

ICで降り、越生町中央公民館で、町長の新井様、

町議会議長、教育長、担当職員、公民館館長より

歓迎を受けて、五大尊花木公園（五大尊写し霊

場）を案内して頂きました。越生町に行った最大

の理由は東クラブ平幡会員の圓福寺の敷地内に

句碑があり、その句を詠んだ江戸の豪商が埼玉

県入間郡越生町出身の鈴木金兵衛といわれてい

るからです。 

『 ほととぎす 銚子は国の とっぱずれ 』 

古帳庵碑句碑より 

 バスを越生商工会議所に移し、越生毛呂ロー

タリークラブの歓迎を受け、2階会議室例会場で

12時より食事をして、12時半より例会が始まり

神田仁会長より歓迎の挨拶があり、越生毛呂ロ

ータリークラブは1969年4月15日に創立して、

来年 50 周年を迎え、会員数は 15 名、名誉会員

１名、正会員 16 名（男性 14 名、女性 1 名）平

均年齢 67.5歳だそうです。東クラブ大内会長よ

りお礼の

挨拶、森

幹事より

順に東ク

ラブメン

バー12 名

の自己紹

介があり

最後に銚

子クラブ

本日のソングリーダー

山崎 芳樹会員 



−2− 

会長として挨拶をさせて頂き、バナーの交換を

させていただきました。 

 第 3 週は、私の趣味の JRA の話の予定でした

が、それについては紙面が空いたときに掲載さ

せて頂きますので宜しくお願い致します。 

幹事報告  
1. 「 風の便り」 Vol．４  

2. 2018 年 10 月 End Polio Now リソースのご案内 

…ガバナー事務所 

3. ハイライトよねやま２２３ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

4. 第 8グループ情報研修会開催のお知らせ 

…第 8グループＡＧ高橋宏資様 

会員の記念日  なし 

ニコニコＢＯＸ  

✧大ニコニコ 猿田正城会員😊 

ロータリー憩いの森の奉仕活動お疲れ様でした。  

✧大ニコニコ 宮内龍雄会員😊 

 月曜日のお昼前、事務所で仕事をしていると

初老のおやじ二人が線香を上げさせてくれと訪

ねて来ました。よく見ると 40年ぶりの大学の同

級生でした。前日の同窓会で銚子の宮内は死ん

だとの話がでたそうでわざわざ銚子まで来てく

れました。皆で食事をして大いに盛り上がりま

した。別れの時は、次の再会を約束しました。最

後にはおもわず涙が出ました…。おそまつ 

✧田中英子社会奉仕委員長 

去る 10 月 14 日（日）、「ロータリー憩いの森プ

ロジェクト」の作業を実施致しました。事前準備

からお骨折り頂きました金島会

長、宮内清次会員をはじめ、総

勢 24 名の会員の皆様にご参加

頂き、心よりお礼申し上げます。

当日はあいにくの雨模様でした

が、傘を差しながら参加してく

ださいました猿田会員、泥だら

けになりながら、不慣れな作業

を一生懸命やって下さった会員

の皆様のおかげで、記録にも、

記憶にも残る行事となりまし

た。皆様、筋肉痛は大丈夫でし

ょうか？これが本当の「雨降って地固まる」きっ

ときれいな花が咲くことでしょう。御協力あり

がとうございました。 

✧米岡 孝会員 

早速卓話のお時間をいただきありがとうござい

ます。 

新入会員卓話        米岡 孝会員 

皆さんこんにちは。10 月より皆さんのお仲間に

加わらせていただきました損害保険ジャパン日本

興亜株式会社の米岡です。早速、卓話の機会をいた

だきましたので、自己紹介をかねて少しお話をさ

せていただきたいと思います。 
9月は自然災害が猛威を振るった月となり、皆様

の中にもご家族、ご友人を含めて被害にあわれた

方も多くいらっしゃるものと思います。大阪を中

心として西日本に甚大な被害をもたらしました台

風 21号につきましては、弊社単独ベースではござ

いますが２０万件を超える事故のご報告をいただ

いております。この内、自動車の車両損害事故につ

きましては事故件数約 25,000 件の内の約５０％、

火災（風災）事故につきましては事故件数約 18万

件の内、約３０％のお支払い手続きが完了してお

ります。しかしながら、実際に修理（お見積）を行

われる業者さま自体も多数被害にあわれているこ

ともあり、実際の保険金のお支払いにつきまして

はもう少しお時間を要することになる見込みであ

ります。 

北海道で発生いたしました北海道胆振東部地震に

つきましては、弊社単独ベースではございますが

約10,000件の事故報告をいただいており、この内、

約８０％強につきましてお支払い手続きを完了さ

せていただきました。清田地区を中心とする液状

化による被害もあり、お支払い手続きが完結する

までにはもう少し時間を要する状況にあります。 

また、銚子地区でも相当数を被害が発生いたしま

した台風２４号につきましては。千葉県を中心に

甚大な被害をもたらし、弊社単独ベースではござ

いますが、火災（風災）事故を中心として約 9 万

件の事故のご報告をいただいており、内、千葉県内

で約 7,000 件の事故のご報告をいただいておりま

す。 

保険会社の数やマーケットシェアを鑑みれば、少

なくとも先ほどご報告させていただきました事故

件数の 5 倍程度は事故が発生しているものと想定

していただければと思います。 
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このような大規模自然災害が発生した場合には、

弊社のみならず損害保険会社すべてにおいて、被

害にあわれた方に対する迅速な対応のために、被

災地区をご担当させていただきます保険金のお支

払い部門に人員をシフトさせる対応を行わせてい

ただいております。 

しかし、残念ながら全ての広域自然災害において

お受付させていただいた事故全件について、保険

金のお支払い対応が完結できるには、相当の時間

を要することもございます。 

東日本大震災においても、相続等の問題からごく

一部ですが完結できていない事案もあると聞いて

おります。 

さて、私は先ほどの台風被害の際にも触れさせ

ていただきました、大阪の出身であります。大阪で

も通称「ミナミ」と言われる場所で生まれ、大学を

卒業するまでの２２年間を「ミナミ」で過ごしまし

た。大阪ではもう一つの繁華街である「キタ」と比

較しますと、出身者の私が言うのもおかしいです

がどちらかというと柄の良くない方の繁華街にあ

たります。 

「ミナミ」は、大阪を訪れたことがある方はおわか

りいただけるかとは思いますが、「道頓堀」と言わ

れる地域を含む場所になります。町の中心を流れ

ます「道頓堀川」は、サッカーのワールドカップで

勝利をおさめた時など、日本全国でお祝い事があ

ればダイブする映像が流れることからご存知の方

も多いと思います。このダイブは、阪神タイガース

が日本一を達成したときに始まったものですが、

今ではリバーサイドテラスや噴水があるなど少し

はこぎれいなように見えるように改善されていま

すが、当時はお世辞にもきれいとは言えない（よう

は汚い）川でしたので、ダイブされた方はどのよう

にして帰られたのかはわかりませんが、かなりの

汚れとにおいを身にまとわれたことでしょう。 

その後、縁あって現在の会社に就職いたしました

が、実家が家電の販売業を営んでいたこともあり、

就職活動を行いながらも１回くらいは父親から

「後を継がないか？」なんて発言があることを期

待しておりましたが・・・ 

残念ならが1度もそういう発言を聞くこともなく、

何事もなかったかのように現在の会社に就職する

ことになりました（笑） 

父親が生きている間に、なぜ後を継いでほしいと

言わなかったのかの本当の理由を聞いてみたいも

のだとは思っておりますが・・・ 

保険会社に就職したものの、最初の配属は不動産

部という保険とは全く無縁の部署でした。そこで

の仕事は、かっこよく言えば再開発事業の推進で

すが、新入社員にそのような仕事ができるはずも

なく、実際には地権者である畳屋さんや染物屋さ

んの社長の皆様と飲み会で世間話（もちろん教え

てもらうことばかりで聞くことばかりでした

が・・・）をして楽しんでもらうことくらいでした。 

その後、営業に異動となり浅草支社、足立支社と転

勤いたしました。足立支社では運命の出会いとい

うべき現在のかみさんと出会うことになります。 

この会に入会させていただく際に結婚記念日を記

載する欄があったのですが、お恥ずかしながら結

婚記念日というものを明確に覚えておらず、5月の

最終の週末としか記憶していなかった（ちゃんと

最後の週末にはお祝いをしたこともありました）

ものですから、久しぶりに明確な結婚記念日を思

い出すことができました。ありがとうございます。 

結婚後、計画性の無さから次々に子宝に恵まれる

こととなり、チャイルドシート装着の関係からマ

イカーを購入しなおすはめになり、アルテッツァ

（かみさんには内緒で黄色を発注）を購入しまし

た。納車後、翌週には実家（大阪）に帰って長男の

お宮参りを行う予定でしたので実家に帰り、連休

の最終日に埼玉に帰って参りました。最寄り駅ま

で戻ってきたので、かみさんに車を取りに先に家

に戻ってもらったのですが、車で戻ってくる予定

のかみさんが自分で走って戻ってきたので、事故

にでもあったのかと話を聞くと「車がない」とまじ

めな顔で切実に訴えたので、駐車場まで一緒に見

に行ったのですがものの見事にあとかたもなく

（当たり前ですが・・・）無くなっていました。み

なさの中にもお車の盗難にあわれた方はいらっし

ゃいますか？（思いのほか多くびっくり！） 

その後、イギリスで発見されることになるのです

が、保険金で新車を購入しなおしていた（もちろん

同じ黄色のアルテッツァです）ので、すっかり忘れ

ていたのが実情です。自宅に越谷警察（当時は越谷

市に住んでました）の国際捜査課から連絡があり、

私は在宅しているか？と尋ねられたそうです。要

件も言わずに聞かれたものですからかみさんはて

っきり私が事件を起こしたのではないかと思い

「人生終わった」と思ったと笑いながら言ってい

ました。当然、平日で職場にいましたので、同部署

から職場に連絡がきたのですが、なぜか職場でも

私が犯罪をおかしたのでないか？という噂になっ

ていたようです（笑） 

結局は、イギリスで発見されたので引き取りを行

うかどうするかを相談したいということでしたが、

私から事情を説明するまでは職場は妙によそよそ

しい雰囲気になり、かみさんは生きた心地がしな

かったと言っておりました。 

その後、魚沼（新潟）、橋本（和歌山）、北海道（札

幌・小樽）と転勤し、昨年 4 月に銚子に着任させ

ていただきました。 

私のような損害保険会社の転勤族はほとんどのケ

ースで地縁・血縁関係がない土地で勤務をさせて

いただくことになります。現地で勤務する社員も
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数人知っていることがあればラッキーな方で、誰

も知らない状況で業務を開始することになります。

しかし、場所ごとに様々な方と巡り合い、なおか

つ、支えていただいたおかげで業務を全うするの

みならず、かけがえのない思い出をいただけたも

のと感謝しております。そのおかげで、銚子に着任

することができました。 

銚子でもこのような会にご入会させていただけた

ことで、皆様とかけがえのない時間を共有させて

いただけるものと思っております。まだまだ分か

らないことばかりでご迷惑をおかけすることも多

いとは存じますが、今後ともよろしくお願い申し

上げます。 

まとまりのないお話で申し訳ございませんが、以

上で私の卓話とさせていただきます。ご清聴あり

がとうございました。 

委員会報告 

10/17 例会終了後、クラブ研修・情報委員会に

よる第 1 回オリエンテーションが行われまし

た。 

入会３年未満（参加 8 名） 

永澤会員・神津会員・淵岡会員・須永会員 

常世田会員・山崎会員・村田会員・米岡会員 

金島会長・石毛職業奉仕委員長 

ク研・情委員会  

松本委員長・島田副委員長・高橋委員 

【出席報告】 

会員総数４1 名 出席計算３６名  

出 席：２９名  欠 席： ７名  出席率８０．５６％ 

欠席者：石毛（英）君・木曽君・副島君 

鈴木君・高橋宏明君・富永君・寺内君 

 

【Ｍ Ｕ】 

10/16銚子東 RC 大岩君 

10/23銚子東 RC 高瀬君 
 

 

【ニコニコ】 

西日本豪雨災害義捐金          ￥ 40,000 

北海道胆振東部地震災害義捐金  ￥ 26,500 

送金しました。御協力有難うございました。 

社会奉仕委員長 田中 英子 

 

 

 

 

 
 

 

ニコニコ BOX ￥24,000 計 ￥173,060 

スモールコイン ￥ 3,023 計 ￥ 16,164 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 15,645 

希望の風 ￥ ― 計 ￥ 99,150 

次週（１０月３１日）のプログラム 

「記念写真について」 

大岩 將道会員 

お弁当：喜多川（ちらし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８－１９年度 地区大会 

１０/２８（日） 受付８時３０分 

会場：ホテルニューオータニ幕張 

9：30 開会・点鐘 
10：45 特別講演 阿部志郎氏 

11：15 記念講演 村田吉弘氏 

12：20 昼食会・エクスカーション 

12：50 記念演奏会  

13：30 大会議事 表彰・報告・発表等 

15：30 閉会・点鐘 

16：00 スーパー懇親会 
                            

バス乗車場所のお知らせ 

銚子市体育館前    ６時３０分 

銚子駅丸通駐車場前 ６時４０分  

小僧寿し前         ６時４５分 

風土村             7時４０分 

出発です。 
 

※朝食：おにぎり１個、飲み物を用意します。 

 

 

 

 

 

 


