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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  宮 内 秀 章 

副会長  田 中 英 子 

幹  事  寺 内 忠 正 

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/ 

2019-2020年度 ＲＩ会長テーマ 

ロータリーは世界をつなぐ 

ROTARY CONNECTS THE WORLD 

ＲＩ会長 マーク・ダニエル・マローニー 

 

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 

ガバナー諸岡 靖彦 (成田RC)  

広報・会報委員会   

委員長 石毛 英俊  副委員長山崎 芳樹 

委  員 大岩 將道 
  

 
 

今週のプログラム 

第６３回年次総会 

「日本刀 面白話」宮内 龍雄会員 

前回例会報告（１１月２７日） 

点鐘：宮内 秀章会長 

ロータリーソング：四つのテスト 

ビジター紹介：千葉科学大学ＲＡＣ木原 正稀様 

会長挨拶 

皆さん、こんに

ちは。本日は千葉

科学大学ローター

アクトクラブ木原

正稀会員にお越し

頂いております。

後ほど、報告の方

よろしくお願い致

します。 

つづいて今週の活

動報告ですが、昨日２６日、千葉科学大学に於き

ましてローターアクトクラブの例会が行われま

した。島田会員、櫻井会員、寺内幹事３名に出席

いただきました。ありがとうございました。 

さて、来年はオリンピックが開催されますが、

１９６４年の開催から５６年ぶりに東京で行わ

れます。そしてオリンピックの象徴といえば聖

火ではないでしょうか。 

先日、１９６４年の東京五輪で使用された聖火

台が６１年ぶりに製作地である鋳物の街として

有名な、埼玉県川口市に戻ってきたという記事

を拝見しました。実は、この聖火台は５８年のア

ジア競技大会用に製作されたものだそうです。 

制作に当たって、納期までの期間は短く、費用も

安く、採算の合わない仕事だった為に、大きな会

社は断ったそうです。そのような中、川口市の鋳

物師、鈴木萬之助さんという方がおりました。当

時、社長だった長男の幸一さんは「割に合わな

い」と依頼を断ったそうですが、既に現役を退い

ていらした萬之助さんは「俺がやる、こういう仕

事は損得を考えるな」と言って、三男の文吾さん

とこの依頼を引き受けたそうです。 

ところが、ようやく完成した型に鉄を流し込む

「湯いれ」という作業をしたところ、ボルトが外

れ失敗してしまいました。ショックのあまり萬

之助さんは寝込んでしまい、それから一週間後

にお亡くなりになりました。萬之助さんは、病床

でも最後まで仕事のことを考えていたそうです。

そして、残された文吾さんと職人仲間は不眠不

休で作業を進め、遂に完成し納期に間に合わせ

ました。 

後の６４年の東京五輪には新しい聖火台を作

る話しもでたそうですが、当時の担当大臣が「命

を懸けて作った聖火台を何故、使わないのだ」と

いう発言で、再び使われることになったそうで

す。 

また、この時の聖火台設備工事代の一部とし

て、全国のロータリアンから集めたお金も寄付

されていたそうです。 

最近は物騒なニュースばかりですが、久々に

日本の物作りに対する熱意、そしてこんにちの

日本を作り上げた先人たちの力強さを感じるこ

とが出来ました。 
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幹事報告 
1. 年次総会と中間報告に

ついて 

…ガバナー事務所 

【例会変更】 

小見川ＲＣ 

12 月 11 日(水)家族忘年会   

点鐘 18時 15分割烹旅館丸山 

   25日(水)定款第 8条第１節(C)による 

八日市場ＲＣ 

12月 17日(火)定款により休会 

   24日(火)夜間移動例会 ｸﾘｽﾏｽ会＆家族会  

点鐘 18時 30分黄鶴 

   31日(火)休会（年末の為） 

会員の記念日   

結婚記念日 石毛 充会員(11月 22日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧宮内清次会員 

佐藤直子会員がしばらくぶりに出席されました。

安心しました。 

 

✧阿天坊俊明会員 

11/23(金)立教大学野球部創部110周年記念が池

袋メトロポリタンであり長嶋先輩が出席するこ

とを楽しみにしていましたが、残念ながら欠席

でした。 

 

✧金島 弘会員 

11/23 立教大学野球部

創部 110 周年記念祝賀

会に阿天坊会員に連れ

て行って頂きました。 

多部田会員、卓話頑張って下さい。 

 

✧髙瀬幸雄会員 

11 月 14 日(木)銚子法人会から感謝状をいただ

きました。納税の義務を行っただけです。 

 

✧多部田恵子会員 

先週は温かな歓迎会を開いて頂きありがとうご

ざいました。感謝の気持ちを込めて卓話頑張り

ます！ 

 

 

 

 

卓  話  

「新入会員卓話」 多部田 恵子会員 

本日は皆様方の貴重なお時間を頂戴し、また

この様な機会を与えて下さり有難うございます。

スピーチは苦手で遥か昔、息子の小学校の卒業

式の謝辞の 5 分間？が最後だったと記憶してお

ります。只今より私の未知の世界へご一緒に皆

様どうぞ宜しくお願いいたします。 

改めまして観月会より、名だたる皆様方の歴

史ある銚子ロータリークラブに入会させていた

だき誠に有難うございました。至らない私をお

誘い下さった同級生の宮内秀章会長と櫻井公恵

会員のストレスを和らげる為にもロータリー活

動に積極的に参加させていただき、何より私自

身が成長できるよう学ばせていただきたく存じ

ます。皆様どうぞご指導、ご鞭撻の程、宜しくお

願い申し上げます。 

ご挨拶遅くなりましたが自己紹介致します。私

は銚子駅南側の銚子文化服装専門学校の跡取り

娘として育ちました。現在はプアレイホークー・

さとこ・フラスタジオを主宰しております。誕生

日は昭和 42年 8月 7日で、その日は祖父の命日

で父は特に喜んでいましたが、なぜ男のおじい

ちゃんの生まれ変わりなの？と小さい頃は納得

いかず、でも高校では男子からオヤジ！と言わ

れていたので、やはり生まれ変わっていたのか

もしれません！また名前も「惠子」と書いて「さ

とこ」と読みます。完全に読ませてしまう名前か

と思いますが父曰く、物事を何でも良く悟 SATO

れるように！との願いもあったようです。残念

ながら人一倍うとくて申し訳なく思っています。

そんな父は銚子商業の物理の先生で定年を迎え

老後は息子をとても可愛がってくれ 5 年前に他

界しました。現在は 1人暮らしの母と、私は「石

田」から「多部田」になりましたが、システムエ

ンジニアの主人がお婿さんのように家に入って

くれ実家の前に家を建て２人で暮らしています。

26 歳の一人息子は小さい頃からモノ作りが大好

ニコニコ BOX の紹介  

米岡親睦活動委員長 
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きで日大の大学院を卒業して大阪のエレコム㈱

の商品開発部でグッド・デザイン賞を目指し幕

張メッセや中国を飛び回っています。 

そして、市役所勤務と町田に兄が 2 人居ります

が、末っ子の私が女だった為、また家が連鎖校だ

った事もあり、新宿にある文化服装学院併設の

文化女子短期大学・服装学科に進学しました。フ

ランス語はじめウエディングドレスや帽子、毛

皮やレザージャケットなどを制作しては自らフ

ァッションショーに出て充実していました。ま

た母が通っていたアートフラワーでも有名な

「飯田深雪の料理教室」と、原宿にある「山上る

いの染め花」も習いました。その甲斐あり銚子に

帰ったら直ぐ家の手伝いができ、アートフラワ

ーでは婦人会やカルチャーセンターの講師とし

ても多くの方に広める事が出来ました。83 歳の

母は相変わらず現役で、私も 21年間、洋裁のな

い日にフラを教えていますが、学んだ知識で生

徒さん達のフラの衣装を手がける事が出来まし

た！ 

どうして私がフラを始めたのか？と言いますと、

NHK でおばちゃま達がフラをしているのを母が

見て、また旭サンモールカルチャーセンターで

フラダンスが開講し、母は第 1 回目の生徒とな

りました。その先生は直ぐに家へ来て銚子でも

「初のフラ教室」となり私も直ぐにフラの虜と

なりました！2002 年ウニキという修了証書を頂

き 2005年よりハワイでも有名なクムフラ「ティ

アレ・ノエラニ・カアイナ」に師事し銚子に因ん

だ「プアレイ・ホークー・マ・カヒキナ」（東の

空に輝き咲く星のレイ）という有難いハワイア

ンネームを授かりました！ 

（クムフラとはフラの家元の事でハワイの文化

の継承者として限られた人のみ許されています）

クム・ノエラニのフラ・スタジオはワイキキから

西へ 1 時間程の開発や観光とは隔たり、昔なが

らの自然が残るワイアナエにあります。あまり

裕福ではなく、教育を受けられない特に子供達

の育成の為に、アラモアナセンターやビショッ

プ博物館でフラショーを手掛け、また様々なエ

キシビションをサポートし、コンペティション

のジャッジやビショップ博物館でも講師を務め

幅広い知識を惜しみなく注いでくれました。貴

重なクム・ノエラニの功績は一人娘のポハイに

引き継がれ、私はそのハワイの伝統文化・フラの

魅力をもっともっと多くの日本の皆さんにシェ

アできるように頑張りたいです！ 

フラとはハワイ語で「踊る」という意味です。

フラダンスと言うと「ダンスダンス」という意味

になる為「フラ」と言います。フラは文字を持た

なかった古代ハワイアンが神話や伝説を伝える

為に生まれました。大自然の恵み・文化や歴史・

愛・喜び・感謝・生活の知恵等も美しいハワイア

ンミュージックに合わせ、足でリズムを取り、手

で詩を語り継ぐ為の伝統的な踊りです。女性が

メインという印象が強いですが、実はカメハメ

ハ国王が統治する以前は神聖なフラは男性しか

踊る事が許されていなかったそうです。 

後のハワイアンルネッサンス以来、ハワイを PR

する為にフラはおもてなしの舞として披露され

ていきました。フラが日本に紹介されたのは、カ

ラカウア王が来日して明治天皇へ接見した頃と

か。それが日本でのハワイアンブームの先駆け

となったのです。 

私達にも馴染み深い「アロハ」は「こんにちは！

ようこそ！さようなら！愛しています！」等の

挨拶として使われますが実は一文字ずつに深い

意味が込められています。 

（A：Akahai優しさ・思いやり） 

（L：Lokahi調和）（O：'Olu'olu楽しさ） 

（H：Ha'aha'a謙虚）（A：Ahonui忍耐） 

又、「マハロ」とは「ありがとう！」と言う意味

です。この度は、私はフラ教室をしていて本当に

良かった！と思いました。なぜなら、お逢い出来

るはずの無い皆様方に、こうしてお逢い出来た

のもフラのお陰ですし、この様な私を受け入れ

て下さった皆様方に感謝いたします。 

Mahalo nui loa！ 
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委員会報告 

神津裕之社会奉仕委員長 

防犯運動合同出動式 

「歳末特別警戒パトロール」 

街頭キャンペーン  

１２月１１日（水）  

午後５時５０分集合 
場所：銚子市役所市民プラザ 

 

薄暮時街頭監視 

日時：１２月１９日（木）午後４時～５時 

場所：銚子大橋交差点 

※メークアップの対象となりますのでよろしく

お願い致します。 

 

千葉科学大学ＲＡＣ活動報告 

台湾 3510地区主催 

アジア太平洋地域ローター

アクト会議 

APRRC 2019 Taiwan 

9月 4日(水)～7日(土)参加

して参りましたので映像を

交えてご報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出席報告】 

会員総数４０名 出席計算３７名  

出  席３０名  欠  席 ７名  

出席率８１．０８％ 

欠席者：木曽君・宮内(龍)君・村田君・山崎君 

鈴木君・富永君・高橋宏明君 

 

 

 

 

【Ｍ Ｕ】  

11/29第８Ｇ会長幹事会 宮内(秀)君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

ロータリーの目的 

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として

奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。具

体的には、次の各項を奨励することにある： 

第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機

会とすること； 

第２ 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕

事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕

する機会としてロータリアン各自の職業を高潔

なものにすること； 

第３ ロータリアン一人一人が、個人として、

また事業および社会生活において、日々、奉仕

の理念を実践すること； 

第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的

ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和

を推進すること。 

ニコニコ BOX ￥15,000 計 ￥313,000 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 20,970 

米山 BOX ￥ 2,550 計 ￥ 24,500 

希望の風 ￥ ― 計 ￥120,000 

次週（１２月１１日）のプログラム 

「職業と私」村田 等会員 

お弁当：辰巳家（にぎり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木原 正稀会員 

本日の出席報告 

石毛例会運営委員長 


