
  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第３０２４号（２０１９年１月１６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 

「職業奉仕の手引き」 

地区職業奉仕委員長 鵜沢和広様 

 

前回例会報告（１月９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 

ビジター紹介：銚子東ＲＣ会長 大内 一恭様 

会長挨拶 

新 年

あ け ま

し て お

めでとう

ご ざ い

ま す 。

皆様に

は 、 健

やかに

新春を

お迎えのことお慶び申し上げます。2018－2019 年

度の上期大変お世話になりました。本日より下期の

はじまりです。櫻井幹事共々残り半年宜しくお願い

致します。 

 昨年のクリスマス例会は寺内親睦委員長はじめ、

親睦委員の皆様の準備から当日の演出、大変お疲

れ様でした。同日に米岡孝会員の歓迎会も行われ、

ロータリーを楽しんで頂きたいと思います。６家族の

参加を頂きました。次回の家族参加は、第８グルー

プ高橋宏資ガバナー補佐主催のインターシティー

ミーティングが、３月 10日（日）13時～犬吠埼「太陽

の里」にて行われます。日本の代表的な伝統芸能

「狂言」の素晴らしさを、大蔵弥太郎様をお迎えして

のお話、実演を予定しています。５月 19日（日）、家

族親睦旅行を企画していますので、大勢のご家族

の参加をお願いします。 

 1 月 8 日（火）17 時より千葉科学大学に於いて本

年最初のローターアクトの例会が行われました。 

今月は職業奉仕月間です。 

職業奉仕「四つの反省」 

1. 顧客に対して  
最上の品質、最高のサービスを提供しているか。 

常に正直と親切を旨としているか。 

2. 従業員に対して  
彼等の長所を充分に認め、かつ買っているか。 

安全で快適な職場を確保しているか。 

苦情に対して公正な態度で対処しているか。 

自ら誠実、正直、善意の手本を示しているか。 

3. 競争者に対して  
公正な態度で接しているか。 

あなたは、行動をもって誠実を感銘させているか。 

彼等とともに事業水準の高揚につとめているか。 

4. 協力者に対して  
公平でしかも友情にみちた関係を保っているか。 

いつも支払いをよくしているか。 
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 次週は地区職業奉仕委員会鵜澤和広委員長の

卓話です。大勢の出席をお願い致します。 

 本日は 2 名の年男の抱負です。平成最後の新年

で、5 月 1 日には新しい元号になります。皆様方に

とって今年が素晴らしい 1 年となりますようにご健勝

を祈念申し上げまして、新年会長挨拶とさせて頂き

ます。 

第 7 回定例理事会報告  

１）１月 2月 3月プログラムの件        …承認 

２）クリスマス家族親睦会決算案の件    …承認 

３）合同例会の件                …承認 

幹事報告  
【週報拝受】銚子東ＲＣ、鹿島臨海ＲＣ 

1. 2019年 1月職業奉仕月間リソースのご案内 

2. 2019年１月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ １ドル＝１１２円 

3. 女性交流会のご案内 リマインダー 

4. 会長エレクトセミナーのご案内 

5. バギオだより第 70号 

6. 西日本豪雨災害義捐金報告について 

7. 初詣ツーリングのご案内 

8. ﾊﾝﾌﾞﾙｸ国際大会「JAPAN ナイト」のご案内（再

送） 

…ガバナー事務所 

9. 創立 55周年記念誌拝受 

…勝浦ＲＣ 

10. 平成 31年銚子市消防出初式のご案内 

…銚子市消防本部 

11. イベントのお知らせ 

…銚子市国際交流協会 

【例会変更】 

八日市場ＲＣ 

1月 29日(火)夜間移動例会柿岡屋点鐘 18時 30分 

旭ＲＣ 

1月 11日(金)新年夜間例会 点鐘 18時 30分 

会員の記念日   

誕生日おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤直子会員  石毛充会員 

（1月 8日）    (1月 5日) 

 

結婚記念日   鈴木 達也会員(12月 25日） 

入会記念日   石毛   充会員(1月 6日） 

阿天坊俊明会員(1月 8日) 

信太 秀紀会員(1月 8日) 

創業記念日  寺内 忠正会員(12月 15日) 

富永 泰夏会員(12月 23日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧大ニコニコ 金島弘会長・櫻井公恵幹事 

残り半年宜しくお願い致します。 

昨年のクリスマス例会家族総出で参加させて頂き

家族の良い思いでになり、ありがとうございました。 

✧櫻井幹事 

年末は新薬承認に向けた署名にご協力いただきあ

りがとうございました。31,764筆のご署名と共に厚労

省に要望を提出して参りました。心より御礼申し上

げます。 

✧猿田正城会員 

今日は年男のご挨拶をさせていただきます。 

✧副島賢治会員 

本日卓話をさせていただきます。また来週の例会は

公演の仕込みのため欠席させていただきます。 

✧寺内忠正親睦活動委員長 

皆様の御協力の元、クリスマス家族親睦会終える事

が出来ました。ありがとうございます。 

✧米岡孝会員 

クリスマス会（歓迎会）ありがとうございました。家族

にトナカイの話をしましたらその格好で年末に帰っ

てきてほしい（プレゼント込）と言われました。 

 

「 年男の抱負 」    猿田 正城会員 

新年おめでとうございます。今年の干支は己

亥（つちのとゐ）です。私は昭和１０年の亥歳生

まれです。７回目の年男となります。８４歳にな

りました。 

この年令になったためか、人前で話せるよう

な抱負は全くありません。認知症にならず、身体



−3− 

健康でなるべく他人に迷惑をかけずに長生きで

ありたい。これが願いです。 

人間は人々のため、社会のために役立つ存在

であるところに価値があると常日頃から思って

います。 

過日、家庭画報という雑誌の出版社から、羽賀

ヒカルの開運招福術という特集記事に、貴社の

写真を載せたい。メールで送信して欲しいと依

頼されました。 

私はカメラもなく、ネットも扱えないので断

ることにしました。最近の文明社会に付いて行

けないさびしさを感じました。 

私は猿田神社の宮司になった頃から、参拝者

の休憩所に〔宮司の言葉〕という箱を作りまし

た。その中に、私の考えた言葉を書いては入れて

いました。先日、明神町にお住いの方で〔苦しみ

のない人生はない。生きるとはそれを乗り越え

ることだ。〕という私の色紙を欲しいというので

差し上げました。昨年は寺内会員も〔六つの心〕

が気に入りましたというので贈呈しました。パ

ソコンが扱えなくても、人のために役立つ方法

はあるものです。 

今年４月３０日で平成天皇は譲位なさいます。

私もそろそろ引退を考える年令になりました。

けれども健康で人々のために役立っていると思

える間は宮司を続けようと思っています。 

今年もよろしくお願いいたします。  以上 

「 年男の抱負 」    副島 賢治会員 

皆様、あけましておめでとうございます。本年

もよろしくお願いいたします。本日はたまたま

年男ということで卓話の機会を頂戴いたしまし

て、誠にありがとうございます。年男の抱負とい

って何を話そうか悩みましたが、やはり劇団の

公演を目前に控えていることもありますので、

趣味の演劇について、過去に私がどんな役を演

じてきたかを振り返り、紹介させていただきた

いと思います。 

まずは私の所属する劇団 TypeⅡの公演で、①

銀行強盗②クローン人間③探偵事務所の所長を

演じました。その後劇団 TypeⅡを少し離れて他

団体の公演に出演し、④オカマの画家（女装して

わきの下の毛を剃りました）⑤孤児院で育った

青年⑥村の青年団長⑦小説家⑧2 児の父親⑨チ

ンピラ（パンチパーマをかけました）を演じまし

た。その後劇団 TypeⅡに戻り、⑩銀行強盗（①

旗揚げ公演の再演）⑪探偵事務所の所長（③の公

演の後日談）⑫デパート婦人服売場の社員⑬す

し屋の店主⑭天使⑮強盗⑯妻から浮気を問い詰

められる男性（ショートコント）を演じました。

最後に、劇団松本で⑰裁判官を演じたのは皆様

ご承知のとおりです。来週の公演が自分として

は 18 回目になります。 

普段の自分とは違う誰かを演じることが、や

はり役者としていちばんの醍醐味だと思います。

台本には書いていなくても、その人物の性格や

背景、他の登場人物との関係性などを想定して、

演じるというよりはできる限りその人物になり

きることを目指しています。私が次の公演で何

の役をやるのかは言えませんが、観に来てくだ

さる皆様には楽しんでいただけるよう、その役

になりきって頑張りたいと思います。 

また、今回の公演には妻と息子も観に来ます。

息子は私の芝居を観るのは初めてで、ついにそ

ういう日を迎えるのだなと、感慨深いものがあ

ります。細々とですが芝居を続けてきて本当に

良かったと思います。先月のクリスマス家族親

睦会で宮内清次会員から、「趣味は続けることが

大事だよ」と、とてもありがたいお言葉を頂戴し

ました。これからも体力の続く限り、芝居を続け

ていくことを年男の抱負にして、私の話を終わ

りたいと思います。本日はご清聴、誠にありがと

うございました。 

委員会報告   

松本恭一クラブ研修・情報委員長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーの友 1 月号 読みどころ紹介 
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１月・２月例会プログラム 

1 月 職業奉仕月間 

29日(火）合同例会 点鐘18時30分 

卓話：ヤマサ醤油㈱  

代表取締役会長 濱口道雄様(東京ＲＣ) 

30日(水)は振替休会です。 

２月 平和と紛争予防/紛争解決月間  

6日「銚子は津波に強い街なのか」 

千葉科学大学危機管理学部 

航空技術危機管理学科 教授 戸田和之様 

13 日 三谷大和ボクシングジム 

会長 三谷大和様 

20 日「㊙健康術について」 

千葉科学大学薬学部  

薬学科 教授 田井中 幸司様 

 27 日 上総 泰茂会員 

【出席報告】 

会員総数４０名 出席計算３８名  

出席３０名 欠席  ８名  出席率７８．９５％ 

欠席者： 青野君・淵岡君・村田君・山崎君 

鈴木君・須永君・高橋宏明君・富永君 

【Ｍ Ｕ】  

1/8 銚子東ＲＣ 金島君 

1/8ＲＡＣ例会 金島君・小林君・須永君 

 

 

 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銚子ロータリークラブ 定款 

第６条 五大奉仕部門 

 

ロータリーの五大奉仕部門は、本ロータリーク

ラブの活動の哲学的および実際的な基準である。 

 １．奉仕の第一部門であるクラブ奉仕は、本ク

ラブの機能を充実させるために、クラブ

内で会員が取るべき行動に関わるもので

ある。 

 

 ２．奉仕の第二部門である職業奉仕は、事業お

よび専門職務の道徳的水準を高め、品位

ある業務はすべて尊重されるべきである

という認識を深め、あらゆる職業に携わ

る中で奉仕の理念を実践していくという

目的を持つものである。会員の役割には、

ロータリーの理念に従って自分自身を律

し、事業を行うこと、そして自己の職業上

の手腕を社会の問題やニーズに役立てる

ために、クラブが開発したプロジェクト

に応えることが含まれる。 

 

 ３．奉仕の第三部門である社会奉仕は、クラブ

の所在地域または行政区域内に居住する

人々の生活の質を高めるために、時には

他と協力しながら、会員が行うさまざま

な取り組みから成るものである。 

 

 ４．奉仕の第四部門である国際奉仕は、書物な

どを読むことや通信を通じて、さらには、

他国の人々を助けることを目的としたク

ラブのあらゆる活動やプロジェクトに協

力することを通じて、他国の人々とその

文化や慣習、功績、願い、問題に対する認

識を培うことによって、国際親善、親善、

平和を推進するために、会員が行う活動

から成るものである。 

 

 ５．奉仕の第五部門である青少年奉仕は、指導

力育成活動、社会奉仕プロジェクトおよ

び国際奉仕プロジェクトへの参加、世界

平和と異文化の理解を深め育む交換プロ

グラムを通じて、青少年ならびに若者に

よって、好ましい変化がもたらされるこ

とを認識するものである。 
 

 

ニコニコ BOX ￥36,000 計 ￥302,060 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 27,612 

米山 BOX ￥ 2,600 計 ￥ 28,218 

希望の風 ￥26,100  計 ￥176,350 

次週（１月２３日）のプログラム 

 「銚子市長卓話」 銚子市長 越川 信一様 

               

 お弁当：膳 （幕の内）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


