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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 

「ロータリー財団と寄付について」 

地区グローバル事業補助金委員会 

諸岡 市郎左衛門様 （成田 RC） 

 

 

前回例会報告（10月３１日） 

点鐘：金島 弘会長 

ロータリーソング： 

手に手つないで 

四つのテスト唱和 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビジターなし 

会長挨拶 

先月 28 日の地区大会では、19 名の参加を頂

きありがとうございました。後ほど地区大会に

参加しての報告がありますので、1日目の大会に

ついて話をしたいと思います。 

朝 10 時 18 分の特急しおさいで櫻井幹事の案内

で電車を乗り継ぎ、海浜幕張駅より徒歩でホテ

ルザ・マンハッタンに 12 時 20 分に着き受付を

済ませて、13 時点鐘、国歌斉唱、ロータリーソ

ング、開会のことばをホストクラブ佐倉中央 RC

会長飯田久美子様より和装で素晴らしい美声と

感情こもった歓迎の挨拶でした。RI会長代理櫻

井権司様の紹介、橋岡久太郎ガバナー挨拶で、す

べて飯田会長が話したので言う事はありません

との事でした。 

プログラムについては冊子の通りで、地区指導

者育成セミナーの演題「クラブ変革と戦略計画」

と題して R1 会長代理櫻井権司様第 2580 地区パ

ストガバナー（東京武蔵野ロータリークラブ）1

時間の講演をされて、過去の成功体験に拘るこ

となく、前向きな変化を生み出し直面する課題

に、勇気・希望・創造性を持って立ち向かう意欲

を、ロータリアン・クラブ。地域社会に喚起する

ために「インスピレーション」になろう。ロータ

リーの基本理念は変わりません。変革なくして

発展はありません。活力あるクラブを求めて戦

略計画を立案しましょう。3年～5年先のわくわ



−2− 

くするクラブ像を全員で描きましょうと述べら

れ、変革を続けるロータリー、クラブ強化のため

の多様性を、変わらぬロータリーの論理、ロータ

リーの本質は変わりません。変化する社会・ロー

タリーの発展を目指して、クラブの変革はなぜ

重要か？クラブ活性化、クラブの変革と柔軟性

を育てる。あなたのクラブは活力があります

か？と講演され、活力ある元気な銚子クラブを

目指したいと思います。16時 45分より RI会長

代理歓迎晩餐会が地区大会山川成美会長の開会

のことば、紋付き袴の橋岡ガバナー、タキシード

の櫻井 R1会長代理挨拶、土屋パストガバナーの

乾杯で、第 8 グループ会長幹事同じテーブルで

大いに懇親を深めた 1日目となりました。 

幹事報告  
【週報拝受】佐原香取ＲＣ 

1.2018年 11月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ １ドル＝１１２円 

2.地区大会 御礼 

…ガバナー事務所 

3.2018 COM杯英語・日本語スピーチ大会後援のお

願い 

…2018 COM杯実行委員会 

【例会変更】 

旭ＲＣ 

11月 16日(金)休会→13日(火)Ｇ公式訪問に振替 

   23日(金)休会 

   30日(金)休会→12/2(日)Ｒ情報研修会に 

振替の為 

会員の記念日   

誕生日おめでとうございます。 

高橋 宏明会員（10月 27日） 

結婚記念日  

高橋 宏資会員（10月 31日） 

 

 

 

金婚式おめでとう

ございます。 

小田島國博会員

（10月 27日） 

 

入会記念日 

宮内 清次会員（10月 26日） 

猿田 正城会員（10月 30日） 

ニコニコＢＯＸ  

✧金島 弘会長 

地区大会参加ありがとうございました。 

✧田中 英子社会奉仕委員長 

昨日は月末近くのお忙しい朝に、駅前花壇の花

の植え替え

にご参加頂

きましてあ

りがとうご

ざいました。

冬に向けて、

かわいいパ

ンジーやシ

クラメンの花が駅前を彩り、市民の皆様をはじ

め、銚子を訪れる方々の目を楽しませてくれる

ことと思います。次回の植え替えの際もご協力

よろしくお願い申し上げます。 

✧青野 秀樹会員 

10 月 27・28 日大学の下宿の仲間と河口湖で会

って楽しい 2 日間を過ごしました。今回は 4 人

しか集まれなかったのですが、2人大腸ガンの手

術をしていました。皆さんも健康に気をつけて

下さい。 

卓  話 

「記念写真について」  大岩 將道会員 

よく会合に出ると後で L サイズの写真を頂き

ますが、日付が付いているものは稀です。 

写真は記録がメインなので、いつ、どこで、何が

記載されているのかが分かると、後で整理する

のに便利です。 

また、写真をすぐにアルバム等に貼るなり入れ

るなりすると整理が付きます。各サイズを揃え

入れるタイプで文字が記入できるものがベスト

ですが、書けなければ写真の裏側に鉛筆等で記

入しておくとよいでしょう。 

我が家には古い写真がありますが、文字の記録

が無いので何処の誰だか分からない写真も沢山

あります。世代が変わった時には写真だけです

となんだか分かりません。 

記念写真とは、人が何がしかの事柄を記念し撮
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影するもので、撮影す

る被写体は人物であ

るのが一般的です。 

各家庭での記念写真

は赤ちゃんの誕生か

ら、お宮参り、七五三、

幼稚園小中高大学校

の入卒、成人式、就職、

結婚等がありますが、日常の事柄は、後に戻って

は写せません。大事な節目節目の写真は紙の写

真に記録として残しておくと良いでしょう。 

近年すっかり一般化したスマートフォンは、

写真が持つ機能を「撮る・記録する・見せる」の

三つに分けて考えますと、最後の「見せる」部分

に決定的な優位性があることがわかります。ス

マートフォンは「撮る」から「見せる」までを１

台で行える点で、パソコンの手を借りなければ

ならなかったデジタルカメラより圧倒的に有利

です。インターネットが身近になり、誰でも情報

を発信できる時代にマッチしています。     

またスマートフォンのカメラは「記録」面でも

非常に優秀です。撮った写真を自動的にインタ

ーネット上のストレージ(外部記憶装置)に転送

する機能があり、パソコン不要でネット上に保

管されるので、スマートフォンを買い換えても

今まで撮った写真をインターネット上からぱっ

と引っ張り出せる事ができます。 

もうひとつは撮影した時に位置情報を記録で

きる事です。その写真を「いつどこで撮ったか」

が蓄積されますので、後で見た際どこに行った

かがよく分かります。これらの機能を上手に利

用し、大事な写真はある程度紙焼きの写真にし

て残しておくと良いと思います。 

最後にチコちゃん風に言いますと 

ここにいるすべてのロータリアンに問います。 

頂いた写真を前にして「やれ太って写っている」

とか「撮る角度が悪い」とか自分を省みず言いま

すが、チコちゃんは知っています。 

おそらく次に同じ写真を目にした時、大多数の

人が「あら、やせてたわ」とか「髪の毛がふさ

ふさしていた」と言うでしょう。記念写真って

そんなものだと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

表  彰  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2018-2019年度地区大会に参加して 

副島 賢治会員 

 10 月 28 日（日）、ホテ

ルニューオータニ幕張で

行われた地区大会 2 日目

に参加してまいりました

ので、簡単にご報告させて

いただきます。 

 私は今回初めて地区大

会に参加させていただいたのですが、朝ホテル

に到着してまず驚かされたのは、大会の規模の

大きさです。ホテル 2 階の会場は、ちょっと大

げさですが端から端までが見通せないほど広く、

そのため会場前方の左右 2 箇所に特大のスクリ

ーンが設置してあって、演壇の様子が映し出さ

れていました。また、前方向かって右側では、千

葉県立千葉女子高等学校オーケストラ部の皆さ

んが演奏を始めていて、会場全体がとても優雅

な雰囲気に包まれていました。 

 ざっと 2,000人ほどの参加者が集う中、9：30 

ポールハリスフェロー 

高瀬幸雄会員  

     

 

米山功労者 

大岩將道会員 

８回目 
 

100％ロータリー財団寄付クラブ表彰 

（地区大会表彰） 
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に点鐘しました。国歌独唱「君が代」、ロータリ

ーソング「奉仕の理想」に始まり、地区大会会長

による開会のことば、RI 会長代理・来賓紹介、

他地区 GV等・PDG紹介、物故会員追悼、来賓祝

辞、ガバナー挨拶、RI会長代理挨拶・現状報告

と進んでいきました。 

 その後は、阿部志郎氏（神奈川県立保険福祉大

学名誉学長）による特別講演「半分っこの人生」

がありました。幼少期、家族ぐるみの親交のあっ

た米山梅吉翁への想いなど、お話の内容ももち

ろん素晴らしいものでしたが、何より驚かされ

たのは、この阿部先生が今年 92歳になられるこ

とです。失礼ながらそのお歳で、原稿も見ずに明

瞭な言葉でお話をされる姿に大変感銘を受けま

した。 

 続いて、堀田正典氏（下総佐倉藩堀田家 13代

当主、橋岡久太郎ガバナー門下）による祝言「高

砂」が披露される予定でしたが、堀田氏が急遽ご

都合により欠席となったため、サプライズで橋

岡ガバナーがピンチヒッターとして「高砂」を披

露してくださいました。 

 さらに続いて、村田吉弘氏（株式会社 菊の井 

代表取締役）による記念講演「世界遺産 和食の

美学」がありました。村田氏は京都の料亭「菊乃

井」（ミシュランガイド三つ星）の三代目主人で

あり、和食の世界無形文化遺産認定にご尽力さ

れた方だそうです。地区大会前々日の 10 月 26

日に文化功労者に選出されたばかりという、な

んともすごいタイミングでの講演でした。京都

弁で歯に衣着せぬ物言いが印象的で、和食・日本

料理に関する内容はとても興味深いもので大い

に楽しませていただきました。 

 以上で午前中の部は終了し、昼食会となりま

した。昼食は会場で召し上がっている方も多く

いらっしゃいましたが、銚子ロータリークラブ

は櫻井幹事の事前のご手配により、別室の円卓

に全員まとまってゆっくりと食べることができ

ました。ちなみにお弁当は今半のすき焼き弁当

で、大変おいしくいただきました。 

 昼食後は、千葉県立千葉女子高等学校オーケ

ストラ部による記念演奏会が行われました。同

オーケストラ部は全国のコンクールで数々の受

賞履歴があり、ヨーロッパでの演奏会でも高い

評価を受けているそうで、素人の私が聞いても

深く心に響く演奏でした。アンコールも含めす

べての演奏が終了した後、ふと見ると橋岡ガバ

ナーがスタンディングオベーションしていたの

で、私も立ち上がって「ブラボー！」とでも叫ぼ

うかと思いましたが、恥ずかしいのでやめまし

た。 

 午後は大会議事として各種発表・紹介・報告・

表彰等が粛々と執り行われ、その後ガバナーエ

レクト・ガバナーノミニー・ガバナーノミニーデ

ジグネートの挨拶、RI会長代理講評等を経て、

予定より 30 分早く 15：15 に終了の点鐘となり

ました。 

 その後、16：15からのスーパー懇親会には参

加できず帰宅したのですが、一日を通じてとて

もいい経験になりました。今年度参加できなか

った新入会員の皆さまは、次年度はぜひ参加さ

れると良いと思います。次年度は 2020年 2月 8

日（土）9日（日）の予定だそうです。 

 

 

【出席報告】 

会員総数４1 名 出席計算３８名  

出 席：３２名   欠 席：６名   

出席率８４．２１％ 

欠席者： 石毛（英）君・泉君 

村田君・鈴木君 

高橋宏明君・富永君 

 

【Ｍ Ｕ】   
11/2 旭 RC 石毛君・高橋君 

11/6 八日市場 RC 石毛君・宮内(龍)君・高橋君 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年１１月のロータリーレート112円 
 

ニコニコ BOX ￥10,000 計 ￥186,060 

スモールコイン ￥ 3,300 計 ￥ 19,464 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 18,086 

希望の風 ￥ ― 計 ￥ 99,150 

次週（１１月 14 日）のプログラム 

「おもしろ経営～事業継承と再建、そして○〇」 

千葉白菊幼稚園 理事長 鳰川 泰也様 

お弁当：大新（幕の内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


