
  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第３０３９号（２０１９年５月８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 

「ローターアクト活動」  須永清彦 ＲＡＣ委員長 

前回例会報告（４月２４日） 

点鐘：金島 弘会長 

ロータリーソング：四つのテスト 

ビジター紹介： 

色彩スクール  

カラースタジオ ワック代表 押田 博子様 
（卓話） 

会長挨拶 

皆さんこんにちは。本日は平成最後の例会で

す。先週 17日（水）18時 30分より茂利戸家に

て、本年度 2 回目の新入会員オリエンテーショ

ンが行われ 19 名の参加を頂き、松本クラブ研

修・情報委員長から「ロータリー基本理念の成り

立ちについて」大里、宮内龍雄パスト会長より

「私とロータリー」、「ロータリーとの付き合い

方」3年未満会員 11名に「私が入会して感じた

事」について、1人 3分で発表して頂き、講評を

第8グループ高橋宏資ガバナー補佐にして頂き、

今までにない大変すばらしいオリエンテーショ

ンでした。 

20日（土）2790地区 2019-20年度地区研修・

協議会がアパホテル＆リゾート東京ベイ幕張ホ

ールで 10時、諸岡靖彦ガバナーエレクト点鐘で

始まり、R1 会長方針、地区運営方針を諸岡ガバ

ナーエレクトより発表され、クラブ会報優秀ク

ラブに銚子ロータリークラブが表彰されました。

内容はクラブのウェブサイトを利用し、会員な

らびに一般向けに活動内容を視覚的かつ魅力的

に、生き生きと表しコンテンツされている。ロー

タリーマークならびにR1会長テーマも推奨通り

に掲載され、公共イメージの高揚を図っている。

13 時より「第 2 部」部会別会議が行われ、8 会

場に分かれて16時まで質疑応答も含めて行われ

ました。次年度会長、幹事、各委員長、早朝より

1日大変お疲れ様でした。 

 同日に山形県鶴岡ロータリークラブ60周年式

典のご案内を頂き、藤川享胤様（2800地区 1999

～2000年度ガバナー）銚子にも何度か来て頂き、

島田洋二郎パスト会長が我クラブを代表して遠

路大変お疲れ様でした。 

 昭和 32 年 3 月 23 日創立県内 8 番目で、昭和

58年 1人目の小原美紀ガバナー、平成 22年 2人

目織田吉郎ガバナー、現在昭和に入会された会

員 5名です。34名が平成の入会です。昭和 62年

に銚子ローターアクトクラブが創立して、平成

18 年 6 月 21 日に解散式が行われています。新

しい令和に向けて会員増強に向けてご協力宜し

くお願い致します。 
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臨時理事会報告 

１） 家族親睦旅行の件 

…承認 5/19（日）茨城県つくば方面 

幹事報告 
1. フェアウエルパーティのご案内 

2. ロータリー財団財団奨学生、オリエンテーシ

ョン日程の仮おさえの依頼 

3. ロータリーデー2750フェスタ 2019ご案内 

4. 規定審議会議事録結果一覧表の最終版送付 

…ガバナー事務所 

5. 2019年度年会費納入について 

…千葉科学大学おうえん協議会 

6. 平成 31年度銚子市国際交流協会定期総会の

開催について…銚子市国際交流協会 

 

 

 

 

 

会員の記念日   
入会記念日 櫻井公恵会員（4月 24日） 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧大ニコニコ 伊藤 浩一会員 

4/18 両ロータリークラブ

の第 250 回ゴルフコンペで

思いがけず優勝させて戴き

有難うございました。又、

JICA volunteer 工藤幸介

君から依頼のあった「国際

開発高等研究所」修士、博

士課程への入学の為の R 財

団ロータリー補助金申請が銚子ロータリークラ

ブの関係者、皆様の献身的努力で認められ大変

嬉しく思っております。 

 

 

✧阿天坊俊明会員 

銚子商野球部は 4月 28日

からの春の県大会に出場

します。この大会は夏の

甲子園予選大会のシード

権確保の大事な大会です。

頑張らせますので応援よ

ろしくお願いします。 

✧島田洋二郎会員 

先週の 20日、第 2800地区

（山形県）の鶴岡ロータリ

ークラブ 60 周年記念式典

へ参加してきました。当日

は 2790 地区の地区研修・

協議会と重なり常世田会

員には午後の分科会への 

代理出席有難うございました。 

 

✧松本 恭一会員 

新入会員オリエンテー

ション多数の参加あり

がとうございました。 

 

 

 

 

✧次年度会長・幹事 

地区研修・協議

会参加有難うご

ざいました。 

 

 

 

 

卓  話 

「美と幸せを創造する色彩の世界」 

色彩スクール カラースタジオ ワック  

代表  押田 博子様 

皆様こんにちは。本日は歴史ある銚子ロータ

リークラブ様にて卓話の機会を頂き有難うござ

います。新生運輸㈱信太様からお声掛けいただ

き、折角の機会を頂きましたので喜んでお受け

させて頂きました。 
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現在、茂原市で色彩スクールを開いておりま

す。今年で20周年を迎えます。前職は１７年間

銀行員として勤務していました。 

現在はＡＦＴ（全国教育者連合会）準認定校とし

て、1,2,3級の検定試験対策講座、パーソナルカ

ラーの提案やカラーコンサルタントの育成、カ

ラーセラピーやカラーセラピストの養成、又カ

ラーを中心としたセミナーを開催しております。 

私が扱っている『色』色とは何か？光学的な事は

本日はお話いたしませんが、私たちは自然界の

色を見る事で様々な物に対しての理解を深めて

います。初めに四季折々の映像をご覧ください。 

色があるからこそ季節がわかると思いません 

か？ 

そして色は1色で見る事はなく必ず他の色との

関わりの中で見ています。ここで、色の見え方の

実例をご紹介いたします。 

まず、こちらの赤い鳥をご覧ください。 

10秒程しっかり見

ていただき、白紙

の部分に目を移す

と薄い青緑の残像

が見えてきます。

この残像現象をカ

ラーコンディショ

ニングの分野では手術室の壁の色に提案され実

際に使われています。 

そして、この残像現象が様々な色の見え方に影

響を与えます。色味の違い、明るさの違い、鮮や

かさの違いなどお一人一人異なる要素をお持ち

です。 

パーソナルカラーは、その方の持っている色味

「肌・瞳・髪」の色と調和する、個性やライフス

タイルに合ったカラーグループを診断します。 

パーソナルカラー（似合う色）は沢山の色を日本

の四季の色でもある春夏秋冬の4つの季節の色

グループに分けて考えます。 

例えば『桜の花や葉、菜の花と葉の関係、明るい

お花畑のような雰囲気の色』が春のイメージ、

『アジサイや朝顔、ラベンダーやライラックの

色』夏のイメージ、『秋の実りの色である黄金色。

柿の実やコケの色』日本の伝統の色が秋の色。渋

い色が地味にならず素敵に着こなすことが出来

ます。 

冬の澄んだコバルトブルーの空とスキー場の雪

の白、鮮やかなスキーウエアーなどコントラス

トのある色合いが冬の色。 

私達、人もこの4つのグループに分けて考えます。

ですから、自分は赤は似合わないと思っている

方も、必ず似合う赤があり、青は似合わないと思

っている方も、必ず似合う青があります。 

自分のお似合いのカラーグループは自然界の調

和を考えたカラーコーディネート、身に着ける

事で肌映りが良く明るく元気に見え、若々しい

イメージを演出できます。 

受講された方からは『似合う色を知る事で自信

つき、洋服選びが楽しく出来るようになりまし

た。』『肌映りが良くなり人に似合うと褒められ

嬉しい！』等、喜びの声を頂いております。 

『美と幸せを創造する色彩の世界』というテー

マでお話させて頂きました。ご清聴ありがとう

ございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表   彰 

地区研修・協議会において 

「クラブ会報優秀賞」をいただきました。 
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【出席報告】  

会員総数３９名  出席計算３６名  

出   席２５名  欠   席１１名 

出席率  ６９．４４％ 

欠席者： 淵岡君・木曽君・神津君・村田君・ 

松本君・永澤君・大里君・須永君 

鈴木君・高橋宏明君・富永君 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｍ Ｕ】 なし 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【社会奉仕委員会からのお知らせ】 

春の全国交通安全運動にご参加下さい。 
出発式および交通安全キャンペーン 

日   時： ５月１３日（月） 午後３時～ 

集合場所： 銚子市役所市民プラザ 

薄暮時街頭監視 

日  時： ５月２０日（月） 午後４時～5 時 

場  所： 銚子大橋交差点 

※参加者はメークアップの対象となります 

 

 

 

 

 

 

ロータリー憩いの森 

サルスベリ            コブシ 
 

 

コブシ新芽・サルスベリ・藤の花が咲きました。 

（令和元年 5月 4日(土) 金島会長撮影） 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 24,000 計 ￥507,060 

スモールコイン ￥  2,700 計 ￥ 44,752 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 43,312 

希望の風 ￥ ― 計 ￥254,450 

次回（５月１５日）のプログラム 

「私が感じた銚子の強さ」 

㈱オールマイオウン 

㈱銚子もん 代表取締役 佐藤 則裕様 

お弁当： 入船（幕の内） 

※ 例会終了後、次年度クラブ協議会開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


