
  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第３０２１号（２０１８年１２月１２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 

「好適環境水を用いた次世代型陸上養殖の取組」 

千葉科学大学 危機管理学部 

環境危機管理学科 准教授 小濱 剛様 

 

前回例会報告（１２月５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 

ビジターなし 

 

 

 

第 62回年次総会 

定足数確認：会員４１名 出席 28 名 

会員総数の３分の１をもって成立 

（細則第５条第３節） 

櫻井公恵幹事総会成立確定報告 

次年度役員選出の件 

大里忠弘指名委員長 指名報告 

（定款第８条第２節・細則第５条第１節） 

２０１９－２０年度 

会  長：宮内 秀章 

副会長：田中 英子 

理  事：大里 忠弘 神津 裕之 宮内 龍雄  

松本 恭一 上総 泰茂  

金島  弘(直前会長） 

幹  事：寺内 忠正 

会  計：常世田祐一 

会長挨拶 

11 月 30 日（金）13 時から情報研修会の会場

設営を寺内親睦委員長はじめ、親睦委員 6 名、

高橋ガバナー補佐、石毛、宮内補佐幹事、河野事

務局、会長幹事総勢 12 名で行い大変お疲れ様で

した。12 月 2 日（日）2790 地区第 8 グループ

情報研修会が銚子商工会議所 1 階大ホールで 4

クラブ総勢 57 名の会員に参加を頂き、銚子クラ

ブからは 21 名の参加を頂きありがとうござい

ました。14 時に高橋ガバナー補佐の点鐘で始ま

本日のソングリーダー 

上総泰茂会員 
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り、地区内最後の情報研修会で、急遽パストガバ

ナー・地区研修サブリーダー宇佐見透様、奉仕プ

ロジェクト統括委員長平野弘和様にお越し頂き、

地区研修委員長並木鷹男様の研修趣旨説明、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～プレゼンテーションと題して当初

予定したプレゼンテーター地区社会奉仕委員長

清水隆様が出席してくれましたが、体調不良で

宇佐見パストガバナーが行ってくれました。「職

業奉仕」とはクラブ奉仕だけでなく、社会奉仕や

国際奉仕、青少年奉仕も、同次元でとらえ、委員

会同士が互いにサポートし合い、広域的サービ

スという大きな枠で括ることで、クラブであれ、

個人であれ、ロータリーの目的である「奉仕の理

念を奨励し、これを育むことにある」と述べられ

ました。 

休憩をはさんで石毛充補佐幹事の進行で各ク

ラブ 1 名の質疑応答、銚子クラブからは宮内秀

章クラブ奉仕委員長が職業奉仕と社会奉仕の違

いについて質問をしました。 

清水社会奉仕委員長は、色んな人に出会った

事、特に故織田吉郎パストガバナーの希望の風

に感銘を受けたと話され、思い出し感極まりが

ありました。来年 5 月頃に希望の風奨学金を受

けた人達の集いが企画されるそうで是非参加し

てみたいです。 

地区より国際奉仕委員長高橋潤一様、ロータ

リー研修委員小寺真澄様もお越し頂きました。 

予定時刻ジャストの閉会点鐘で有意義な研修

会になったと思います。準備設営から終了後の

後片付けまで誠にお疲れ様でした。当日 12 時よ

り 5 階会議室に於いて第 8 グループ第 4 回目の

会長幹事会が行われて、3 月 10 日（日）インタ

ーシティー・ミーティングが 13 時点鐘で犬吠埼

太陽の里で行われることとなりました。 

第 8 グループゴルフコンペは 5 月 16 日（木） 

レインボーカントリーヒルズ CC で決まりまし

た。 

12月は疾病予防と治療月間ですので健康には

注意しましょう。 

第 6 回定例理事会報告  

１）１２月 1月 2月プログラムの件   …承認 

２）地区大会決算案の件        …承認 

３）クリスマス例会での募金の件    …承認 

４）下期会費の件           …承認 

５）次年度地区委員推薦の件      …承認 

６）合同例会の件           …承認 

1/29(火)点鐘 18時 30分 

幹事報告  

【週報拝受】小見川ＲＣ 

1. 疾病予防と治療月間リソース

のご案内 

2. 第 42 回 RYLA セミナー開催案内および参加依

頼（再通知） 

3. 2018 年 12 月 Rotary Shop のご案内 

4. 地区ホームページ掲載へのお願い 

…ガバナー事務所 

5. 次年度クラブ情報ご提供のお願い 

…ガバナーエレクト事務所 

6. 千葉科学大学ＲＡＣ平成最終例会＆忘年会 

…千葉科学大学ＲＡＣ 

7. 2017年度事業報告と基金への寄付のお願い 

…一般財団法人比国育英会バギオ基金 

8. 第 39回銚子市民バザール大会報告会の結果

について      …銚子市社会福祉協議会 

9. 千葉科学大学親和会新年会のご案内 
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…千葉科学大学 

10. 平成 31年銚子商工会議所賀詞交歓会開催の

ご案内         …銚子商工会議所 

【例会変更】 

旭ＲＣ 

12月 21日(金)振替休会（23日のクリスマス会） 

   23日(日)クリスマス家族会 点鐘 5時 

   28日(金)定款第 8条第 1節(Ｃ)により休会 

成田空港南ＲＣ 

12 月 13 日(木)移動例会クリスマスファミリー会 

点鐘 18時 ホテルサンモール 

27日(木)休会 

会員の記念日   

誕生日おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

宮内龍雄会員 

(12月 4日) 

結婚記念日 宮内 龍雄会員（11月 30日） 

創業記念日 淵岡 彰介会員（11月 29日） 

上総 泰茂会員（12月 1日） 

ニコニコＢＯＸ  

✧大ニコニコ 高瀬 幸雄会員 

12月 2日、銚子商工会ゴルフ大

会で優勝しました。当日は、高

橋宏資ガバナー補佐主催のロ

ータリー情報研修会が開催さ

れる中で欠席を致しましたの

で、罰が当たるのではないかと

心配しましたが、無事終えるこ

とができました。会員皆様に感謝申し上げます。

成績はグロス 88、ネット 65、7アンダーでした。 

✧高橋 宏資ガバナー補佐 

第 8グループＲ情報研修会に

御参加、そして御協力感謝申

し上げます。 

 

 

卓  話 

「私の人生と職業」 小田島 國博会員 

私の人生は、父の存在なくしては語れません。

父は、海軍に志願し入隊して軍港を転勤しまし

た。私が三歳の時、横須賀に住んでいました。私

はスモモを食べ赤痢に罹り、高熱で意識不明に

なりました。困り果てた母は、夜勤の父に電話す

ると、すぐに自動車で迎えに来て海軍の病院へ

入院、母が三日三晩寝ずに看病したお陰で退院

できたと父から聞きました。そして、「将来お前

に訪れる計り知れない困難や苦しみ、哀しみは、

死んだつもりで我慢と努力をすれば必ず乗り切

れるので頑張れ。」と言われました。この言葉は

、今でも私の心に残っています。 

 横須賀の次は、神之池海軍航空隊に転属、私達

は矢田部に移住しました。主計課に所属した父

は、東京から神栖へ移住した農園主や波崎の船

主そして銚子と佐原の商人から物資を購入する

役目を担っていました。 

 終戦になり、父は軍の残留物資の整理を半年

かけて整理しました。次の移住先を農園主に相

談すると、戦時中軍需産業を営んだ三共自動車

の敷地を借用し、その後購入しました。 
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 私は、その年の四月に小学校に入学し、大学ま

で進みました。三十歳までの私の目標は、税理士

事務所を開業し、身を固めることでした。この目

標は達成しました。六十歳までの目標は生活の

安定。父の工場を貸店舗にリフォームし、満室状

態になったのを機に、ロータリークラブに入会

させて頂きました。私は先輩方と話し聞き一緒

に考え活動することが大切なのだと感じました。 

約４０年経過し振り返えると、一番印象に残

るのは、仲人を三組やったことです。 

最初は、宮内龍雄さんです。祝辞は、「お父さん

から引き継いだ有形無形の宝物を大切に引き継

いで下さい。」と述べました。 

二番目は、猿田先生の長男さんと田中英子さん

の妹さんでした。格式の高い神社なので一度は

お断りしましたが、「適任者は君を除いてはいな

い。」と言われお引き受けしました。祝辞は、神

社の社史から引用して述べました。三番目は、猿

田先生が会長時の幹事五十嵐さんの長男さんで

した。 

税理士事務所を開いて五十年、先月鹿島セン

トラルホテルの十五階で従業員と従業員の家族

で祝賀会をした折、従業員一同で、大きな花籠を

頂き涙が出るほど感激し、今までの苦労が一気

に吹き飛んだ気がしました。開業当初、マルサの

案件が二件あり大変苦労したが、無事修正申告

を提出し度胸が付きました。 

株式譲渡課税が大改正された年、確定申告期

限の一週間前に依頼者が計算した高額納税の申

告書を持参して来ました。私は日頃の研鑽の御

蔭で、納税額を半分以下にすることができ、依頼

者にも大変喜ばれました。 

最近の税法は、とりあえず国会を通し、運用後

Ｑ＆Ａで毎年更新する手法が採られるので、一

層の研鑽が必要となります。 

人生百歳時代、私はとりあえず九十歳までは、

今までの勢いと粘りで生き抜こうと思います。 

七十九年の人生を振り返える機会をくれた信

太プログラム委員長に感謝いたします。 

委員会報告  

田中英子社会奉仕委員長 

防犯運動合同出動式 
「歳末特別警戒パトロール」街頭キャ

ンペーン  

日時：１２月１３日（木） 午後５時５0分集合 

集合場所：銚子市役所市民プラザ 

薄暮時街頭監視 

日時：１２月１９日（水） 午後４時～5時 

場所： 銚子大橋交差点 

※メークアップの対象となりますのでよろしくお願い致し

ます。 

小林昭弘青少年奉仕委員長 

千葉科学大学ＲＡＣ 

平成最終例会＆忘年会のご案内 

日時：12月 11日（火）点鐘 17時 

会場：千葉科学大学ゲストハウス 

忘年会費：２，０００円 

御都合の付く方は是非ご出席下さい

ますよう、よろしくお願いいたします。 

【出席報告】 

会員総数４1 名 出席計算３８名  

出  席：２８名   欠 席：１０名   

出席率７３．６８％ 

欠席者： 堀米君・石毛（英）君・泉君・村田君 

大岩君・米岡君・山崎君・鈴木君 

高橋宏明君・富永君 

【Ｍ Ｕ】  

12/4 銚子東 RC 島田君 

12/7両ＲＣ会長幹事会  

金島君・宮内(秀)君・櫻井(公)君・寺内君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥20,000 計 ￥259,060 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 24,512 

米山 BOX ￥ 2,400  計 ￥ 25,618 

希望の風 ￥24,000 計 ￥150,250 

次週（１２月１9日）のプログラム 

夜間移動例会 クリスマス家族親睦会 

点鐘 18 時 太陽の里 

送迎バス 

銚子市役所 17：20 

銚子駅    17：30出発です。 

 

  

 

 


