
  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第３０３２号（２０１９年３月１３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 

「仕事をしていて最近思うこと」 

松本 恭一会員 

前回例会報告（３月６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 

会長挨拶 
昨日千葉西 RCに島田会員、石毛充会員、高瀬

会員、神津会員と金島の計５名でメークアップ

してきました。44代

花光和久会長、51名

の会員非常に元気な

クラブにお邪魔して

元気をもらいまし

た。 

水と衛生月間 

2014年 10月 R1理事会は、3月を重点分野「水

と衛生月間」とした。地域社会における安全な水

の公平な提供、衛生設備や衛生状況の改善、持続

可能な水設備と衛生設備の設置、資金調達、維持

管理を地域住民が行っていくための能力向上、

安全な水と衛生の重要性について、地域住民の

認識を高めるためのプログラム支援、水と衛生

に関連した仕事に従事することを目指す専門職

業人のための奨学金支援を強調する月間です。 

 世界ローターアクト週間 

 1993年 R1理事会は、RAの創立 25周年を記念

して、3月 13日を含む 1週間（月～日曜日）を

世界ローターアクト週間」として祝うことを、ロ

ータリークラブとローターアクトクラブに奨励

しています。ロータリークラブには、地元のロー

ターアクトクラブとの共同プロジェクトや、親

睦活動に参加するよう、呼びかけを行っていま

す。参加によりロータリアンは、ローターアクタ

ーから、若いエネルギーや、新しいアイディア、

労力を得ることができますし、ローターアクタ

ーは、ロータリアンから深い知識や経験を学ぶ

ことができると書かれています。 

 千葉科学大学ローターアクト佐藤会長始め、

少数精鋭で頑張っていますので、支援していき

たいと思います。3月の例会は 12日（火）18日

（月）28日（木）いずれも 16時 30分点鐘で行

われますので、是非出席してみてください。 

 毎月第 1 例会終了後、会員増強委員会を行っ

ています。今年度純増 2 名を目標にしています

が現在 1 名の減です。あと 4 か月会員皆様の情

報、委員会の参加をお願いいたします。 
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第９回定例理事会報告 

１）３月４月５月プログラムの件   …承認 

２）花見移動例会の件        …承認 

３）親睦旅行の件        …継続審議 

４）ＩＭの件            …承認 

５）２０１９年決議審議会立法案の件 …承認 

 

幹事報告 
1. 第 47回ローターアクト年次大会のご案内 

2. バギオだより第 71号 

3. 地区大会記念ゴルフ大会のご案内 

4. 水と衛生月間 リソースのご案内 

5. ロータリー米山記念奨学生世話クラブ決定の

お知らせ 

6. 櫻木英一郎ＰＧ講演ご聴講のご案内 

…ガバナー事務所 

7. 国際ロータリー次年度クラブ役員オンライン

報告について 

…ガバナーエレクト事務所 

8. 次年度雑誌委員長への友誌送付について 

…一般社団法人ロータリーの友事務所 

9. 千葉科学大学おうえん協議会定時総会・懇親

会のご案内 

…千葉科学大学 

10. 香取市国際交流パーティー及び国際理解セミ

ナーのお知らせ 

…銚子市国際交流協会 

【例会変更】 

八日市場ＲＣ 

3月 26日(火)休会 10日(日)のＩＭに振替の為 

 

会員の記念日   

結婚記念日 

田中 英子会員（3月 6日） 

 

創業記念日 

山崎 芳樹会員（3月 1日） 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧大ニコニコ 高瀬幸雄会員 

3月 3日（日）雨の中、機械金属工業会ゴルフ大

会が開催されさながら雨中の決戦サバイバルゴ

ルフ会の様相を程した中、見事優勝しました。グ

ロス９２、ハンディキャップ１３、ネット７９で

した。 

✧宮内龍雄会員 

ひさしぶりの卓話をさせて頂きます。どうでも

良い話ですが宜しくお願い申し上げます。 

卓  話 

「いろいろな事について」 

宮内 龍雄会員 

数年ぶりの卓話をさせて頂きます。63 歳にな

って今まで、思っていたことや、考えてきたこと

など、いろいろと話してみたいと思います。 

まずは、仕事のこと、仕事は生活の基盤です。

当たり前の事ですが、日々の暮らしや、趣味、こ

の様なロータリークラブへの入会など、全ては

職業があって成り立っているのです。子供の頃

はどんな職業に就こうなど考えたこともありま

せんでした。漠然と 4 人兄弟の末っ子ですが、

上は全員女の子で、私が長男なので家を継ぐの

は当然と思っていましたが、今の職業に興味が

あった訳では有りませんでした。学生になった

時、父から、お前はどうせ俺の後を継ぐのだか

ら、学校の勉強はしなくていいから、社会勉強を

して来いと言って送り出してくれました。親孝

行の私は、言いつけをよく守り 4 年間全く、勉

強はしませんでした。そのころ私が運転免許証

を取ると、車を買ってやるとか、二人でデパート

に行くと、好きな物を買っていいとかいって、別

れるときは、必ず、小遣いをくれました。 

全く黄金時代でした。その時は「そうか、サラリ

ーマンになるより鐵工所の親父になった方が、

美味しい思いが出来る」と思うようになりまし

た。今思うとこれは、これから就職活動に入る息

子に何がなんでも、自分の後を継がせるための、

父の策略でした。父は私の前では仕事が大変だ

とか、苦しい、金が無いなどマイナス要因になる

ことは、一言も聞いたことが無い様に思います。

後継者を養成するには、この手に限ります。た

だ、私が 40 歳の時父から会社を渡されたとき、 

父は「商売を続けていくのは、本当に辛くて大変

だ、代々続いている稲荷だが、お前の代でやめて

もいいぞ」と言ってくれました。皆さん、私のこ

とを普段チャラチャラと仕事もしないで、フラ

フラ遊んでいると思っている方もいると思いま
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すが、私ほど熱心で、一生懸命に働いている人間

は銚子には 1 万人はいると思います。 

次にロータリーのこと、銚子ロータリークラ

ブに入会させて頂き、13 年が過ぎました。その

間、色々な役職を仰せつかり、親睦委員会でのイ

ベントの企画、科学大では留学生との交流会や

中学校出前教室、フィリピンダバオの盲学校の

支援活動など、普段体験できない様々な経験を

させて頂きました。私にとって、「ロータリーは

社会の窓口」だと思っています。私の会社の取引

先のほとんどが県外で、地域社会への接点は殆

どありませんでした。ただ狭い工場の中をウロ

ウロしているだけでしたが、今では食堂や飲み

屋さんへ行くと、必ず誰か知り合いに出会うと

いうほどに、交流の輪が広がりました。毎週水曜

日の午後例会で皆様にお会いするのが、何より

楽しみです。水曜日の 11：00 から 2：00 までは

予定を入れないことが習慣になっています。た

ぶん私が、どこかで御用やお縄にでもならない

限り、ずっとロータリアンであり続けたいと思

います。 

皆さん、私を多趣味だとおっしゃいますが、趣

味や嗜好は「仕事の副産物」だと思っています。

皆さんも仕事以外にいろいろなことに興味があ

ると思います。「あれが欲しい」とか、「こんな事

がしてみたい」とか、たくさんあると思います

が、私の場合は一度「これがやりたい」と思って

しまうと、それを実現するにはどうしたらいい

のかと夢中になってしまいます。「今度の日曜日

はあのうすら親父とゴルフだ、負けるわけには

いかねえ」とか、「明日の釣りでは、絶対竿頭を

取りたい」、「刀の展覧会に行く」などなど、仕事

をしながら考えています。 

そうすると、何とか、この厄介な仕事をうまく切

り抜けて、正々堂々遊べるように頑張れるので

す。月に何回の休日にゴルフ、釣りに行くのが楽

しみになりますが、これを毎日続けていたら、誰

でもすぐに嫌になってしまうと思います。辛く

て苦しい仕事が有るからこそ、自分の好きな事

が出来るのだと思っています。ちょっと前まで

は、土日は家に居ることはほとんどなかった様

に思います。でも最近は家でぼーっとしている

ことが多くなりました。いろんな事が段々と面

倒になってきています。自分自身では、私は仕事

人間だと思っています。 

社長業に定年はありませんが、なるべく早く「C・

E・O カンパニー・エグゼクティブ・オフィサ

ー」を退職し、「L・T・O ろくでもねえ・ただ

の・オヤジ」なり、また何か夢中なれるものを探

したいと考えております。 

本日は、私が何時も考えていることを、取り留め

もなく話させていただきました。ご清聴ありが

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

３月号読みど

ころ紹介 

 

 

 

【出席報告】 

会員総数３９名 出席計算３６名  

出   席３０名   欠 席 ６名 出席率８３．３３％ 

欠席者： 淵岡君・大里君・常世田君 

鈴木君・高橋宏明君・富永君 

 

 

 

 

 

 

【Ｍ Ｕ】  

3/10 ＩＭ 全員登録 

（参加：会員 26 名家族 5名） 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 15,000 計 ￥391,060 

スモールコイン ￥  2,810 計 ￥ 37,052 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 35,921 

希望の風 ￥ 29,100 計 ￥228,450 

次週（３月２０日）のプログラム 

「銚子ＲＣ入会と思い出の支援活動」 

宮内 秀章会員 

               お弁当：辰巳家（にぎり） 
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３月１０日（日）点鐘１３時 太陽の里  

＝第一部＝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 セウワンディ様 

（スリランカ・世話クラブ：大網ＲＣ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝第 2部＝  

基調講演（実演）    

狂 言   大蔵流   大蔵 彌太郎氏  

               大蔵 章 照氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝懇親会＝ 
 

 
乾 杯  

伊藤 浩一パスト会長 

 

 

アトラクション  「加瀬喜朗ジャズ トリオ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
閉会の言葉   

松本恭一直前会長 

 

主催者 高橋宏資 AG 

 

ホストクラブ会長挨拶            

金島 弘 会長 

 


