
  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第３０３１号（２０１９年３月６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 

「いろいろなことについて」  

宮内 龍雄会員 

前回例会報告（２月２７日） 

点鐘：金島 弘会長 

ロータリーソング：四つのテスト 

ビジターなし 

 

 

 

 

 

会長挨拶 

千葉科学大学 COC 最終成果報告会が、2 月 20

日（水）13時 30分～15時 50分、マリーナキャ

ンパス看護学部棟 6201大教室で行われて、例会

終了後少し遅れて参加させて頂きました。木曽

学長の挨拶は終わっていましたが、第 1 部平成

30年度活動報告・発表、第 2部 5年間の総括・

銚子学教科書 WGの発表を、我クラブ直前会長松

本恭一ワーキンググループ

長が詳しく説明されまし

た。（写真右） 

5 年の活動は終わりました

が、今後の活動を期待いたします。 

 携帯電話やスマートフォンが普及する中、登

場から 50年の節目を迎えたポケットベルは、今

年９月に役割を終え、姿を消すことになります。

ポケットベルを使った無線呼び出しサービスは、

昭和 43年に当時の電電公社が開始しました。数

字が表示できるようになってからは、「0840」で

「おはよう」などといった語呂合わせでメッセ

ージを送る使い方が若い世代を中心に広がり、

最盛期の平成 8年には契約数が 1000万台を超え

ていました。その後、携帯電話の普及に伴って事

業者の撤廃が相次ぎ、現在は、東京の通信会社

「東京テレメッセージ」1社が関東のおよそ1500

人にサービスの提供を続けています。電磁波が

発生せず、建物の中でも電波を受信しやすい特
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性があることから、主に医療関係者が使用して

いるということです。しかし、この会社では、平

成 25 年を最後に新規の利用の受付を終えてい

て、今後の収益が見込めないとして、今年 9 月

末でサービスを終了することを決めました。 

ＮＴＴ以外にも多くの企業が参入し、総務省

によりますと最盛期の平成 8 年には契約数は合

わせて 1061万件に達しました。語呂を合わせて

メッセージを送る使い方が女子高校生などの若

い世代に広がり、文字を表記する機能も加わっ

たことで普及が進み、ポケットベルでやり取り

する相手のことを「ベル友」と呼び合うなど、社

会現象にもなりました。 

 

幹事報告 

【週報拝受】銚子東ＲＣ 

1. 2019 年 3 月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ 

１ドル＝１１０円 

2. ＲＬＩパートⅡ開催の

ご案内 

…ガバナー事務所 

3. 地区研修協議会クラブ登録のお願い 

…ガバナーエレクト事務所 

4. 入学宣誓式のご案内 

…千葉科学大学 

【例会変更】 

旭ＲＣ 

3月 8日(金)振替休会→10日(日)第 8グループ 

ＩＭへ振替のため 

  22日(金)夜間例会 点鐘 18時 30分 

29日(金)定款第 8条第 1節(Ｃ)により休会 

小見川ＲＣ 

3月 10日(日)11日(月)親睦旅行松山道後温泉方面 

  13日(水)振替休会 10.11日親睦旅行の為 

27日(水) 定款第 8条第 1節(Ｃ)により休会 

銚子東ＲＣ 

3月 12日(火)振替休会→10日(日)第 8グループ 

ＩＭへ振替のため 

  26日(火)点鐘 18時 30分 夜間例会  

銚子プラザホテル 

会員の記念日   

入会記念日 

淵岡 彰介会員（2月 21日） 

伊藤 浩一会員（2月 23日） 

 

創業記念日 

小田島國博会員（2月 21日） 

ニコニコＢＯＸ  

✧上総 泰茂会員 

本日の卓話聞いてるふりだけでもしていただけ

れば心強いです。 

✧松本 恭一会員 

息子に５年間極秘でつき合っていた彼女を紹介

され食事に行きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓  話 

「私の職業から」（自己紹介）  

上総 泰茂会員 

66 歳になり同級生の友人たちが昨年くらいか

ら定年を迎え仕事を離れいわゆる第２の人生を

始めていますが老害にならないように注意して

しばらく仕事を続けようと思っています。 

ニコニコＢＯＸの紹介     

石毛英俊親睦活動副委員長 
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ロータリーの職種はビール卸に分類されてい

ますが酒類全般を取り扱っています。 

仕入先の酒類のメーカーと販売先の酒小売店の

中継役のような仕事です。仕入先はキリン社は

じめビールメーカーや清酒・焼酎メーカー・広域

卸などです。販売先はおもに酒販店で一部飲食

店と取引があります。自動販売機を設置し管理

する仕事も少々あります。 

４０年ほど前に私がこの職業に入ったころに比

べると県内の個人経営の業者数は激減し同業者

のロータリーの会員も減りました。 

銚子銀座といって賑わっていた商店街の中で

祖母、母と店員さんで勝味屋酒店を営んでいて

祖父と父は今のシャトレーゼ近くで酒問屋を経

営していました。4人兄弟の長男で後から一緒に

仕事をする弟もいましたが自覚もなく自然と家

業につき跡継ぎとなりました。他の職業を選択

するまでの熱意は当時ありませんでした。祖父

が家業に強いプライドをもっていましたので家

業がよく見えたのかもわかりません。実家では

とりあえず跡継ぎを迎える必要があったのでし

ょうがなりゆきまかせの職業選択でした。 

大学卒業後 3 年間ほど三重県伊勢市の同業者

に父が段取りをして 3 年間の期限で就職しまし

た。入社後、野外現場で高齢の方との作業は気楽

な学生生活を送った身には堪えて広がりがあっ

た未来が急に 1 本道に搾られたと思い込んでし

まいました。この時の勤務経験（倉庫、営業）は

かすかな挫折感を持ちましたが、ひとまず 3 年

間は逃げ出さず勤めました。 

伊勢市での3年間を終え家業にもどりました。

シャトレーゼ近くで祖父の代から東邦酒類販売

(株）の名称で酒問屋を開業し 30 数年前に芦崎

町に移転しました。仕入先のビールメーカーか

らは合理的な商取引を要求され会社然としてき

ましたが販売先は個人事業主で数十年の取引が

ありどうしても先方に合わすようになり家業的

です。この仕事に入ったころは取引先の酒販店

は免許制で価格競争も少なくいわゆる棲み分け

ができていました。当時は看板にしていたキリ

ンビールや灘酒の人気が高く問屋業も一応安定

していました。お盆や年末はビールや清酒の配

送業務に追われました。当時社長だった父親の

気持ちなど考えもせず私と弟はとりあえず今日

の業務を終わらせれば心配なしと危機感なく過

ごしていました。 

平成になり酒業界にも酒ディスカウントスト

アーという業態が出て全国的に広がり近隣の波

崎、銚子、旭と出店が急速に続きました。チラシ

攻勢で近隣の酒販店は短い間に開店休業状況に

なり取引先数店が廃業しました。もちろんお酒

を買うお客さんにとっては業界構造など関係な

いことですが、これから酒販店と私の職業の酒

卸の低迷状況が始まります。その後の酒免許緩

和とともにスーパーマーケット、コンビニ、ドラ

ックストアの大手が酒を扱うようになり急成長

した酒ディスカウントストアーも多くが消滅し

ました。 

平成に入り規制緩和の風潮の中で平成２年に

は酒類販売免許は大型スーパーへの免許付与と

距離制限の撤廃が実施されました。お酒を買え

る場所が徐々に増え便利になりましたが地域の

酒販店、卸店は激減しました。 

ロータリーに入会させていただいたのは２２

年前の平成 8 年でこの頃は現役で仕事の指揮を

していた父親が他界してから 6 年ほど経ってい

ました。父親が他界した前後は平成初期のバブ

ル期の人手不足の風潮もあり社員の出入りが頻

繁で配送員の確保で翻弄されていました。それ

もなんとか落ち着いたころでした。とはいえ先

ほどの価格競争の業界になり自社の規模も毎年

縮小傾向でリストラもあった中でのロータリー

活動は少々自問するところがありましたが、お

昼の例会１時間という設定は仕事との兼ね合い

もつけやすくいつのまにか習慣になり現在に至

っています。 
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この年まで成り行き任せで来ましたが、いろ

いろな面で不安なく現在の状況迎えられている

のは両親のおかげだなと思うことは多々ありま

す。3人の息子が家庭を持ちはじめ東京で会社内

外を通じての社会経験を積んでいる最中です。

彼らが年齢を経るにつれこちらを振り向かせる

くらいの魅力を残すことができるかがこの数年

の課題です。 

第２の人生は終わった人？バラ色？ 

 

【出席報告】 

会員総数３９名  

出席計算３７名  

出   席２７名  欠  席１０名 

出席率 ７２．９７％ 

欠席者： 青野君・泉君・木曽君・神津君・村田君 

鈴木君・高橋宏明君・富永君･山崎君 

      常世田君 

【Ｍ Ｕ】  

3/5 千葉西ＲＣ 

石毛充君・金島君・神津君・島田君・高瀬君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 8 グループ インターシティミーティング 

3 月 10日(日) 受付開 12：30 太陽の里 

１３：00 点 鐘  

１３：４０ 米山奨学生卓話  

     「人生を変えた奇跡の出会い」 

米山奨学生 

ガッラゲ ナディーシャ セウワンディさん   

（出身：スリランカ 世話クラブ：大網ＲＣ） 

 

１４：00 講演ならびに実演 

狂 言  大藏彌太郎千虎氏 

１５：３０ 懇親会 

１７：３０ 閉 会 

 

送迎バス 

銚子駅丸通Ｐ前  12 時出発 

馬場町交差点前 12 時 10 分出発 です。 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 6,000 計 ￥376,060 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 34,242 

米山 BOX ￥ 2,600 計 ￥ 35,921 

希望の風 ￥ ― 計 ￥199,350 

次週（３月１３日）のプログラム 

「仕事をしていて最近思うこと」 

松本 恭一会員 

             お弁当：高浦 （幕の内） 

 

 

 

 

ロータリアンの行動規範 

 

ロータリアンとして、私は以下のように行動する。 

1. 個人として、また事業において、高潔さと 

高い倫理基準をもって行動する。 

2. 取引のすべてにおいて公正に努め、相手と 

その職業に対して尊重の念をもって接する。 

3. 自分の職業スキルを生かして、若い人びと 

を導き、特別なニーズを抱える人びとを助

け、地域社会や世界中の人びとの生活の質 

を高める。 

4. ロータリーやほかのロータリアンの評判を 

落とすような言動は避ける。 


