
  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第３０４２号（２０１９年５月２９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 

「限界突破！！」  信太 秀紀会員 

 

前回例会報告（５月２２日） 

点鐘：金島 弘会長 

ロータリーソング：それでこそロータリー 

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 

ASSURAN JOY CLUB 松丸 紀子様 

（卓話） 

ボーイスカウト銚子第３団 押田 和彦様 

ガールスカウト千葉県第２１団 大内 史枝様

（助成金交付） 

会長挨拶 

1974 年に銚子 RC に入会して、会長、ガバナ

ー補佐を歴任されて 44 年在籍され昨年末退会

されました加瀬貞治さんが 5 月 14 日にご逝去

されました。哀悼よりご冥福をお祈りいたしま

す。 

 先週 16 日（木）2790 地区第 8 グループのゴ

ルフコンペが、レインボーヒルズ CC で 4 クラ

ブ 34 名の参加で、見事高橋宏資ガバナー補佐が

優勝、準優勝が宮内龍雄補佐幹事、3 位が宮内秀

章次年度会長でした。 

19 日は家族親睦旅行が行われ、米山奨学生ヴ

ィクム君も参加されました。信太会員経営の丸

源ラーメンつくば店で櫻井幹事家族も合流して、

美味しい肉ソバと餃子、唐揚げを頂きありがと

うございました。詳しい内容は、親睦委員で報告

して頂きたいと思います。委員会の皆様大変お

疲れ様でした。 

今月の趣味の話は、今は年 1 回となったゴル

フです。1986 年頃友達に誘われて波崎町の今は

無き土合練習場に行き、当時銚子カントリーCC

平日のプレー費は 2 万 5 千円位だったと思いま

す。会社のゴルフコンペを昭和 63 年に第 1 回を

行い、当初は、春と秋年 2 回行っていましたが、

現在は年 1 回となりました。 

「ゴルフ人口減少の推移」日本のゴルフ産業
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は、バブル経済とともに歩んできたと言っても

過言ではなく、競技人口はバブル崩壊直前の

1992 年、おおよそ 1500 万人いるとされていま

した。しかし 20 年後の 2012 年には、おおよそ

半数の 800 万人にまで落ち込んだという統計が

あります。 

「ゴルフ業界を支える 60 歳以上」唯一ゴルフ人

口が増加傾向にあるのは 60 歳以上の世代です。

まさに少子高齢化です。子育てもひと段落して、

時間的、金銭的にも余裕ができゴルフに行く頻

度が増えます。日本国内の年間総ラウンド数

（8500～8800 万ラウンド）の大きなウェイトを

占めているのが 60 歳以上のゴルファーです。60

歳以上のゴルファーがゴルフを辞める理由は健

康にあります。ゴルフは生涯スポーツとして認

知されていますが、体力的な限界がやってきま

すので無理しないで楽しんでいただきたいと思

います。 

幹事報告 

1. 規定審議会報告書・改正後のクラブ定款・ロー

タリアンの行動規範の件 

2. フェアウェルパーティチラシ 

3. 月信掲載用の写真の送り先について 

…ガバナー事務所 

4. 2019－20年度ダウンロード資料 

…ガバナーエレクト事務所 

5. 第 53回インターアクト年次大会のご案内 

…千葉西ＲＣ 

6. 千葉科学大学親和会懇親会のご案内 

…千葉科学大学親和会 

7. 関東近県中学生選抜野球大会後援のお願い 

…銚子市体育協会 

【例会変更】 

成田空港南ＲＣ 

6月 20日(木)休会 

   27日(木)移動例会 会長・幹事慰労会 

会員の記念日   

誕生日おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

副島 賢治会員    

(5月 17日)     

  

 

ニコニコＢＯＸ  

✧大ニコニコ 髙橋 宏資ガバナー補佐 

5月 16日第 8グループゴルフ大会を主催いたし

ました。皆様の御

協力のもと、天候

にも恵まれ、神の

いたずらか私が優

勝しまして、 

2 位宮内龍雄さん

3 位宮内秀章さん

と銚子ＲＣそろい踏みでした。 

 

 

✧大ニコニコ 信太 秀紀会員 

先日はロータリー親睦旅行にて丸源ラーメンつ

くば店をご利用いただきましてありがとうござ

いました。おかげさまであの日も大繁盛でロー

タリーの皆さんは

「福の神」と店員一

同大よろこびです。

というわけで大ニ

コニコです！！ 

 

 

 

✧大ニコニコ 寺内忠正親睦活動委員長 

親睦旅行、会員の皆

様のおかげをもちま

して無事終える事が

出来ました。また本

人が参加出来ず申し

訳ありません。 
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✧石毛 英俊親睦活動副委員長 

5/19 家族親睦旅行が無事終了しました。信太会

員には丸源ラーメンさんでサービスを頂きあり

がとうございました。つくば宇宙センターでは

櫻井幹事の妹様ご夫婦の多田様にご案内をいた

だきありがとうございました。そして参加頂き

ました皆様、至らぬ

点はどうかご容赦く

ださいませ。いろい

ろとご協力いただき

たいへんありがとう

ございました。 

 

卓  話 

「輝くために・・・」 

ASSURAN JOY CLUB 松丸 紀子様 

今回銚子ロータリークラブでお話する事、ご

縁を作って頂いた、例会運営委員長の信太秀紀

様そして、会場にいらしてる皆様に心から感謝

申し上げます。 

ロータリークラブでお話するのは、初めてでし

て、とても、緊張しています。 

今回のご縁を作って頂いた信太様とは、千葉県

倫理法人会で一緒でして、そのご縁から今回の

ご縁を繋いで頂きました。 

まずは、自己紹介をさせて頂きます。 

私は昭和 45年 8月 8日に千葉県船橋市で石塚家

の次女として、この世に生まれて参りました。 

兄弟は姉と兄がおります。末っ子だったので皆

んなに、可愛がられて育ったのでとても甘えん

坊です。ご近所の方からも、のりちゃんと呼ば

れ可愛がって頂いた事を覚えています。 

両親が共働きをしていたので、祖母と一緒いる

時間が多く、祖母からは沢山の事を教えて頂き

ました。祖母から教えてもらった事は、大切な

宝物と感謝しております。 

中学、高校の時は、少しやんちゃなした時期もあ

り、母を泣かせてしまったり、父には木刀を持っ

て待たれた事もありました。その後、19 歳で授

かり婚をし、3人の子供に恵まれました。 

3人の子供たちも現在では、家庭を持ちそれぞ

れ幸せに暮らしています。 

ここから、テーマの輝くために・・・につい

てお話いたします。 

何故、このテーマにしたのか、考えてみました。

今、自分自身が一番輝きたいと思うからなのか

もしれませんね。子育ても終わり、自分自身のこ

とを考えるようになれた事、子育てしている時

は、自分の事よりも子供の事が優先になってい

ました。自分磨き、心も体も！1番思うのは、自

分を大切にして幸せになって心持ちが豊かで前

向きになる事が良いのだと思います。自分自身

をピカピカに磨き輝いていると、周りの人たち

も楽しくなって、周りの人も幸せになっていく

からです。心磨きは、倫理法人会の学びで沢山学

んでいます。私は、学もないので、もっと色々な

こときちんと学んでおけば良かったと思う事が

あります。自分自身を磨き輝くためにこれから

の人生幸せになって周りの人達も幸せにする人

になります。輝くために・・・ 
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助成金交付 

 

 

 

 

 

 

 

ボーイスカウト銚子第３団 

 

 

 

 

 

 

 

ガールスカウト千葉県第２１団 

【出席報告】  

会員総数３９名   出席計算３６名  

出   席２６名   欠   席１０名 

出席率  ７２．２２％ 

欠席者： 泉君・松本君・須永君・高瀬君 

寺内君・山崎君・米岡君 

鈴木君・高橋宏明君・富永君 

 

【Ｍ Ｕ】  

5/25 次年度８Ｇ会長幹事会 宮内(秀)君・寺内君 

 

5/17 千葉科学大学ＲＡＣ清掃例会 須永君 

 

 

 

 

 

 

 

 

8時より大学周りのゴミ拾いを行いました。 

 

【ニコニコ】 

  

 

 

 

 

＜次年度委員会報告＞ 
 

 

 

 

 

 

５月２４日、早くも次年度会員増強委員会が開催され

ました。 

佐藤直子委員長 

「次年度目標は新規会員５名よ。いいわね。」 

淵岡副委員長  

「一年間直子さんについていきます、、、多分。」 

松本委員     

「勝手にやってくれ。」 

次年度の会員増強委員会にご期待下さい。 

                                 

 

 

2019年6月のロータリーレート 110円 
【年度内寄付の締め切りについて】 

2019年 6月 28日（金）までの着金が対象です。 

2019年 7月 1日より、RI レートのお知らせ時期が大き

く変わります！！ 

ロータリーの為替レートは各月初日の市場実勢相場に

基づくこととなりました。次回より RI レートのお知らせは

My ROTARY に掲載された後配信されます。 

ニコニコ BOX ￥ 32,000 計 ￥562,060 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 47,352 

米山 BOX ￥  2,350 計 ￥ 48,812 

希望の風 ￥ ― 計 ￥281,450 

次回（６月５日）のプログラム 

「追悼  織田吉郎君を偲んで」 

宮内 清次会員 

お弁当：京華苑（中華） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁当：辰巳家（にぎり） 

 

 


