
  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

第３０７０号（２０１９年１２月１８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  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 

夜間移動例会  

クリスマス家族親睦会 

前回例会報告（１２月１１日） 

点鐘：宮内 秀章会長 

ロータリーソング：我等の生業 

四つのテスト唱和 

ビジター紹介： 

NPO法人 Be COM武内 達彦様 

会長挨拶 

皆さん、こんにちは。本日はＮＰＯ法人ビーコ

ムの武内達彦さんにお越しいただいております。

後ほどご挨拶の方よろしくお願い致します。 

先週からの活動報告を致します。６日（金）、

銚子市立第６中学校に於きまして大里職業奉仕

委員長をはじめ、講師の信太会員、寺内幹事と私

４名で出前教室を行ってまいりました。信太会

員によるテーマ「社長になるためには」の講話に

生徒たちは熱心に耳を傾け感銘を受けておりま

した。 

つづいて、１０日（火）米山奨学生のヴィクム

君が八日市場ＲＣで卓話をされるということで、

寺内幹事と私３名で出席してまいりました。終

了後、猿田神社に立ち寄り、神社参拝の作法を猿

田会員自ら教えて頂きました。ヴィクム君も、大

変感激しておりました。猿田会員、お忙しいとこ

ろありがとうございました。 

同日、千葉科学大学にて、ロータアクトの例会

が行われました。須永委員長をはじめ、島田会

員、櫻井会員、寺内幹事出席ありがとうございま

した。 

さて、通常の例会にて毎回ニコニコＢＯＸと

して、会員皆さんより喜び事、祝い事、ちょっと

した失敗など身の回りの出来事や近況披露で拠

金を頂戴致しております。そして会員皆さんに

披露することで喜びを分かち合い、例会を賑わ

せ親睦を深めております。 

このニコニコＢＯＸですが、ペナルティーＢＯ

Ｘから始まった大阪ＲＣが最初という説や、東

京孤児院の孤児たちに贈物をするために東京Ｒ

Ｃから始まったと言われる説もあります。いず

れもスタートした時期は昭和１１年頃であり、

使途は、当クラブも同様に主に奉仕活動資金と

て使われております。 

この拠金は善意ですので一口いくらと決まっ

ているわけではありませんし、当然、金額の大小

が全てではありません。しかし、この金額につい

ては年度当初に目標を立てて進めており、奉仕

活動の資金源となっております。当クラブでは、

現在３２１，０１０円を皆さんにご協力頂きま

した。クラブの活発な奉仕活動を行うにはどう

しても不可欠な拠金であります。 

是非、来年も皆さんに素敵な出来事を沢山ご
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披露いただき、ニコニコＢＯＸへのご協力を宜

しくお願いいたします。そして銚子クラブとし

て、益々活発な奉仕活動に繋がっていくことを

願っております。 

幹事報告 
【週報拝受】佐原香取ＲＣ、旭ＲＣ、小見川ＲＣ 

1. 2020年ｸﾗﾌﾞ請求書の作成にあたってのお願い 

…国際ロータリーデータサービス部 

2. 2020年ﾛｰﾀﾘｰ国際大会千葉ﾅｲﾄ参加のお願い 

3. RYLAセミナー参加者募集の再送信 

4. 年末年始休業のお知らせ 12/28(土)～1/5(日) 

5. 第３回青少年交換オリエンテーション案内 

6. 木更津ロータリークラブの事務所変更 

7. 2019年 11月地区寄付レポート 

8. 風の便り vol5NO.5（通刊 63号） 

…ガバナー事務所 

9. 2019COM杯英語・日本語スピーチ大会のご案内 

…銚子市国際交流協会 

会員の記念日 なし 

ニコニコＢＯＸ  

✧大ニコニコ上総 泰茂会員 

12月７日長男夫婦に第 1子（女の子）が誕生し

ました。スマホからの成長記録が楽しみです。 

✧大里忠弘職業奉仕委員長 

銚子 6 中において出前教室を行ないました。相

変わらず信太会員のお話うけていました。 

✧米山奨学生ウイーラッペ ヴィクム デルシャン 

宮内秀章会長 

猿田先生、昨日は神社参拝の作法を教えて頂き 

ありがとうございました。 

✧松本恭一会員・木曽功会員 

先週の副会頭就任祝いありがとうございました。 

卓  話  

「職業と私」   村田 等会員 

皆さんこんにちは。本日はこの様に貴重な機

会を頂き有難うございます。今日は「職業と私」

と題してお話したいと思います。 

私の職業は鉄工業です。主に石油化学コンビ

ナートや製鉄会社、食品工場向けの非鉄金属、主

にステンレス鋼、アルミ、チタン等の材料からタ

ンク等の容器物を製作している会社です。 

作業の工程は材料購入、マーキング（罫書き）切

断、曲げ（プレス曲げ、ロール曲げ）仮組立て、

本組立て、溶接、研磨の順に致します。溶接部に

おいては非破壊検査で有るⅩ線検査（レントゲ

ン検査）が含まれます。 

 会社の沿革として父親が昭和２１年の１８歳

の時に個人から始めて平成４年に有限会社を設

立し現在に至る７３年の会社です。従業員数は

１０名です。私の職歴は５１年です。「あれ？計

算が合わない」と良く言われますが、小学４年生

頃からいたずら半分で塗装等の手伝い、中学、高

校、大学時代になりますと工作図面を読図して

加工も出来ておりました。業会では特異稀な「生

きた化石」と称されております。 

ここで言う「職業」とは個人経営の家業と会社経

営の事業に分けられると思います。私の家業時

代は「会社のお金は自分のお金」「利益が出ると

旅行へ行ったり車を買い替えたりして節税する」

という事を絶えずしておりました。 

或る時、父親に「お前は経営者には成れない。」

と戒められました。何故かと言いますと「会社の

経営の根幹となる（ヒト・モノ・カネ・情報）が

乏しい町工場ほどヒト（社員）を大事にしろ」と

言われハッと致しました。別に私は贅沢な生活

をした訳でもなかったのですが・・・・。 

この様な事が起因して自分自身が転機となり家

業から社員を大切にする事業へのワンステップ

となりました。 

私の父親は社員を大切にしてた記憶が有ります。

お金と物は７対３なる法則を勝手に作り「1万円

持っていたら７千円は職人さんへ遣いなさい。」

とよく言われ、これは未だに踏襲する様に心掛

けております。 

 次は仕事に於ける客先並びに従業員との人間

関係についてエピソードを混じえてお話致しま

す。我々の仕事はお客様が納期とお金を決めて

製作に入りますが、メーカーの受注が多い私の

会社は、タイトな納期と高度な技術が要求され

ます。結果、残業が多くなり疲れます。それ故、

たまにはミスや誤作が発生します。 

例えばタンクの溶接部分のレントゲン検査で欠

陥ＮＧが発生して手直し作業となります。当然、

溶接をした職人さんは意気消沈します。ここで

私は従業員への慰めとお客様への不満が発生し

ます。メーカーには「納期が無いからミスや溶接

欠陥が発生」した故の理屈は通らないのです。あ
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る従業員はミスをすると「社長！！給料からミ

スした金額分を差し引いて下さい！！」なんて

私に言う者もおります。私の返す言葉は「率先し

て仕事をしていればミスもたまには有っても仕

方が無いよ。人間だもの」です。なので従業員の

心のケアも社長業のひとつだと私は想います。

又、納期がタイトな仕事はたまには断る勇気も

必要です。又、受注する意欲も必要です。又、人

に惚れて仕事や金に惚れずで客先も選別するの

も私の仕事と思います。 

昔、或るお客様が「村田さん、今回見積金額が高

いけれど貴方に保険を掛けたつもりで発注する

よ。」と言われ非常に嬉しかった事を憶えており

ます。匤しく人に惚れると言うエピソードな事

でした。 

 中小企業が人手不足を解消するために人材育

成に取り組み、社員との垣根を低くし社内の風

通しを良くする事が重要だと思います。 

これからも仕事を通じて社会に貢献し、技術立

国日本の一端を担って行ける様に日々努力して

行きたいと思います。 

最後になりますが、自分は仕事上では一流の職

人だと思っております。一流な職人は手抜きが

出来ないからです。ご清聴有難うございます。 

委員会報告 

大里忠弘職業奉仕委員長 

 

 

 

 

 

出前教室 

１２月６日(金)銚子六中にて実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

「社長になるために！」 

講師：信太秀紀会員 

 

 

 

須永清彦ＲＡＣ委員長 

千葉科学大学ローターアクトクラブ例会報告 

 

 

 

 

 

2019ＣＯＭ杯 英語・日本語スピーチ大会  

2019大会テーマ 「gift～ギフト～」 

開催日１２月１５日（日）〈STAGE-1〉10時～ 

銚子商工会議所 

1階大ホール  

入場無料 

 

 

 

 

 

協賛金をお渡ししま

した。 

 

 

第２回新入会員オリエンテーション（例会終了後） 

 
 

 

 

 

 

 

多部田会員 

吉原会員の新入

会員 2 名を対象に

実施しました。 

 

宮内会長・寺内幹事 

田中次年度会長・髙瀬次年度幹事 

宮内国際奉仕委員長・松本青少年奉仕委員長 

金島クラブ研修・情報委員長 
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銚子商工会議所 副会頭就任激励懇談会 

令和元年１２月４日(水)  

ぎょうけい館１８時３０分～ 

 

 

 

 

 

 
司会 大里会員 

乾杯 常世田会員 

ご挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

副会頭 再任      副会頭 新任 

木曽 功会員      松本恭一会員 

 

 

 

 

 

 

 

発起人 宮内清次会員 

 

 

 

【出席報告】 

会員総数４１名 出席計算３７名  

出 席  ２９名  欠 席    ８名  

出席率７８．３８％ 

欠席者：淵岡君・石毛(英)君・木曽君 

永澤君・佐藤君・鈴木君・富永君 

高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】  

12/10ＲＡＣ例会  

櫻井(公)君・島田君・須永君・寺内君 

12/11防犯運動合同出動式（参加 11名） 

石毛(充)君・金島君・神津君・宮内(秀)君 

大岩君・大里君・須永君・副島君・寺内君 

常世田君・吉原君 

12/11両ＲＣ会長・幹事会 

宮内(秀)君・髙瀬君・田中君・寺内君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年最後の会報となりました。 

会員の皆様にはご協力頂き有難うございます。 

来年もよろしくお願いいたします。 

広報・会報委員会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 20,000 計 ￥341,010 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 23,570 

米山 BOX ￥  2,555 計 ￥ 27,055 

希望の風 ￥ ― 計 ￥146,000 

１２月２５日・１月１日は休会です。 

次回１月８日のプログラム 

賀詞交歓会 

「年男の抱負」 

 

お弁当：大新（幕の内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


