
  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第３０１９号（２０１８年１１月２８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 

「電気工事と労災」  

青野 秀樹会員 

 

前回例会報告（１１月２１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 

ビジター紹介 

NPO法人ＢeＣＯＭ 代表理事 西田 美樹様 

会長挨拶 

先週 11月 17日（土）2790 地区フェローシッ

プ委員会スリランカ

クラブ主催の第 2回

スリランカクラブセ

ミナーが 13時 30分

～15 時 30 分、三井

ガーデンホテル千葉で行われて参加してきまし

た。テーマは「一歩踏み出そう」、神野美明フェ

ローシップ委員長挨拶、趣旨説明を石井弘スリ

ランカクラブ会長、スリランカ国の就職支援に

ついて日本スリランカビジネス評議会チャンデ

ィカ・ペレーラ事務局長、スリランカの子ども達

の現況についてコスモ奨学金代表鈴木康夫様、

スリランカへのロータリアンとコスモ奨学金と

の国際奉仕活動について中村俊人副会長、スリ

ランカクラブの活動を向後勝弘副会長、来日留

学生活動を石井弘会長、日本語学校建設につい

てを元会員髙木浩一スリランカクラブ会員が卓

話されました。閉会の辞は鈴木荘一事務局長で

米山奨学生 10 名を含め全体で 45 名くらいの参

加でした。 
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本日は第 3週ですので私の趣味は旅行です。 

4月 18日(水)～4月 24日(火)西日本日程ルート 

4/18（水） 

ﾛｰﾀﾘｰ例会終了後～15：00 銚子発～115ｋｍ～ 

18：00東京有明乗り場  船舶 19：30出航 

4/19（木） 

ﾌｪﾘ―13:20 徳島沖州着～13:50 阿波踊り会館～

眉山ﾛｰﾌﾟｳｪｲ～大鳴門橋～徳島県立渦の道～

18:00かんぽの宿      200km  徳島泊                                                                            

4/20（金） 

8:00 徳島発～10:30 倉敷芸術大学（坂本尚史副

学長）～12:30岡山西南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ例会（アーク

ホテル岡山）～星野仙一記念館(美観地区)、加計

記念館～倉敷ｱｲﾋﾞｰｽｸｴｱﾎﾃﾙ   390ｋｍ 倉敷泊                   

4/21（土） 

7:10 倉敷発～ 200ｋｍ～ 10:30 出雲大社～

13:20(有)松江錦鯉ｾﾝﾀｰ～鳥取～18:00姫路城～

19:00姫路ｷｬｯｽﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨﾘﾎﾃﾙ 897ｋｍ 姫路泊                                   

4/22（日） 

9:00姫路発～ 13:00～14:40 清水吉照（清水工

業）滋賀県高島市安曇川町～福井～富山城～

18:00 ﾙｰﾄｲﾝ富山ｲﾝﾀｰﾎﾃﾙ  1305ｋｍ 富山泊                      

4/23（月） 

8:45 福井発～9:20～14:40 立山・黒部ｱﾙﾍﾟﾝﾙｰﾄ

～16:40富山名越養鯉場～17:15新潟～19:50 ﾎﾃ

ﾙ法華ｸﾗﾌﾞ        1575ｋｍ 長岡泊                             

4/24(火) 

9:00 長岡発～小千谷市虫亀～山古志～南荷頃

(農家民宿新助)～錦鯉の里～12:15 関越道～

16:00川崎市ﾏﾙﾐ錦鯉 17:00  

自走 2000ｋｍ 21:00銚子着 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

幹事報告  

【週報拝受】八日市場ＲＣ 

1. 菊乃井主人村田吉弘氏  

テレビ放映について 

2. 国際奉仕員会アンケート

集計報告 

3. 国際大会「JAPAN ナイト」のご案内 

4. 2019－20 年度三大セミナー地区大会等日程に

ついて 

…ガバナー事務所 

会員の記念日   

誕生日おめでとうございます。 

宮内 清次会員（11月 20日）         

 

 

 

 

創業記念日  

猿田正城会員（11月 15日） 

ニコニコＢＯＸ  

✧大ニコニコ小田島 國博会員 

金婚式は昨年終っていまし

たが、ありがとうございまし

た。11/17税理士事務所 50年

の歴史をふりかえる会を従

業員と共にセントラルホテ

ルでこれからの激動の社会

を乗り越えるために心を一

つにしてまい進することを祈念しました。 

✧宮内 清次会員 

８１才の誕生お祝いありが

とうございました。 

 

 



−3− 

卓  話 

「入会した頃の思い出」 猿田 正城会員 

こんにちは。今日は私が銚子ＲＣに入会した

年度の思い出をお話します。４つの柱を立てま

した。 

１． 入会について 

２． クリスマス親睦会のこと 

３． ＩＧＦについて 

４． 親睦旅行のこと をお話します。 

私は昭和６０年（１９８５）１０月３０日に入 

会させていただきました。例会で入会式があり

ました。当日の入会者は５名で、室井会長が氏名

を発表した後、５名が正面に並んで、歯科医の丸

島さんが一人代表して入会挨拶をして終了でし

た。バッジ等は閉会後に事務員より受け取りま

した。５名は丸島さん、酒店の高安さん、婦人服

店の八田さん、鉄工所経営の白圡さんと私でし

た。会員は７２名となり、会員数は７０名前後が

色々な面で適当であるという話を聞きました。

点鐘から会長一人で会を進行し、ＳＡＡが司会

をすることはありませんでした。 

故小倉会員は高校の同級生でした。ある日、彼 

から、南町のある居酒屋で夕食に誘われ、行きま

したら、ロータリーの説明と入会の話でした。私

は大学の四年間、叔父の家に下宿していました。

叔父は市川ＲＣの会員で、特に社会奉仕に熱心

な人でした。色々と活動の手伝いもさせられま

した。昭和３２年銚子ＲＣのチャーターナイト

に出席するというので、銚子駅に着きますと、銚

子ＲＣのタスキをかけた紳士たちの出迎えがあ

りました。その時、私も将来このような事をして

みたいと思いました。私はすぐに小倉さんに入

会をお願いしました。入会して今年３３年目と

なりましたが、入会させていただき、すばらしい

会員等と出会い、色々な体験をすることが出来

て本当に幸せでした。 

親睦委員となった私の初仕事は、１２月のク 

リスマス親睦会でした。私は念願のタスキをか

けて、会場である青野屋さんの玄関で、ゲストの

落語家を出迎えて案内することでした。 

点鐘、ソング、会長挨拶に続き乾杯の後、すぐ

に落語家の一席が始まりました。初めは静かに

聞いていたのですが、私語があちこちから聞こ

え出して、落語家は急に話を止めてしまい、少し

立ってから、寄席のマナーの話をしてステージ

を降りました。〔座が白ける〕という表現がぴっ

たりの状況になりました。私は落語家に申し訳

ない気持ちで一杯でした。しかし、また一方で

は、このような酒席に落語を企画したことに問

題があると思い自分がその役職になった時は注

意しようと思ったことを覚えています。 

２月の第七分区のＩＧＦ（インターシティ・ゼ

ネラル・フォーラム）が、銚子商工会議所一階ホ

ールで開催されました。〔クラブの発展〕がテー

マでありました。各クラブから２名の意見発表

ということで、銚子ＲＣは新入会員の高安さん

と私が指名されました。 

私は会員になるには、品格があり魅力的な人

物を増強することが大切である。そして、会員は

人々に感銘を与えるような行動や奉仕活動に心

がけたいと思う。その事例として叔父と電車を

待っていた時、ホームにあったタバコの吸い殻

を拾い吸い殻入れに入れたのを見て、〔偉いです

ね。〕と言うと〔ロータリアンなら誰でもするこ

と。〕と答えた言葉が忘れられない。こんな単純

な行為でも人の心に響くことがある。と話しま

した。 
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まとめで片山分区代理から新入会員らしから

ぬすばらしい意見発表ですという講評をいただ

きました。 

４月はバスによる日帰りの親睦旅行がありま

した。東京の新橋演舞場で〔澪つくし〕を観劇し

成田の日航ホテルで夕食を楽しむという日程で

した。参加者は会員１８名、家族２０名、合計３

８名で理想的な人数でした。 

私は、車中で楽しめるような企画をする係と

なりました。そこでクイズを２０問作り、車中で

回答してもらい、集めて採点した結果を夕食時

に発表し、賞品を授与しました。例えば、利根川

の長さは３００ｋｍ以上である。正しければ〇

をつけよといった形式のものです。バスガイド

がこの問題用紙が欲しいというので差し上げま

した。後日、バス旅行に行った知人からこのクイ

ズが活用されていることを知り、私はこれも人

のために役立ったのだと満ち足りた思いになり

ました。ご清聴ありがとうございました。      

以上 

委員会報告 寺内忠正親睦活動委員長 

クリスマス家族親睦会のご案内 

１２月１９日(水) 点鐘１８時  

太陽の里 

沢山のご参加お待ちしております。 

宜しくお願い致します。 

 

【2018COM 杯英語・日本語スピーチ大会】 

～2018年度 大会テーマ identity～ 

開催日：１２月１６日(日) 〈STAGE-1〉10時～ 

会場：銚子商工会議所 1 階大ホール 出場・参観無料 

 

 
 

 

例会場からの寄付金

をお渡ししました。 

 

【出席報告】 

会員総数４1 名 出席計算３８名  

出  席：２７名   欠 席：１１名   

出席率 ７１．０５％ 

欠席者： 青野君・石毛(英)君・村田君・永澤君 

須永君・副島君・米岡君・常世田君 

鈴木君・高橋宏明君・富永君 

 

【Ｍ Ｕ】 なし 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥15,000 計 ￥226,060 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 21,964 

米山 BOX ￥ 2,400 計 ￥ 23,218 

希望の風 ￥ ― 計 ￥126,250 

次週（１２月５日）のプログラム 

第６２回年次総会 

「私の人生と職業」 小田島 國博会員 

お弁当：桔梗屋（幕の内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８グループ ロータリー情報研修会 

日時 平成３０年１２月２日(日) 

会場 銚子商工会議所１階 大ホール  

１３：３０ 受付    

１４：００ 点鐘        

１４：２０ プレゼンテーション 

統一テーマ   

わかりやすいロータリー  ―職業奉仕を再考する― 

🎤プレゼンテーター 

地区社会奉仕委員長 清水隆様 

       （千葉若潮 RC） 

１６：２０ 閉会  

 


