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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 

「銚子市長卓話」 

越川 信一様 

前回例会報告（１月８日） 

点鐘：宮内 秀章会長 

国歌君が代斉唱 

ロータリーソング：奉仕の理想 

ロータリーの目的：大里忠弘職業奉仕委員長 

ビジター紹介： 
米山奨学生ウイーラッペルマヴィクムデルシャン様 

会長挨拶 
皆さん、新年あ

けましておめで

とうございます。

今年は天気にも

恵まれまして、皆

さんに於かれま

しては穏やかな

お正月を迎えら

れたことと思い

ます。しかし、３日の夜中に発生した震度４の地震

には慌て驚きました。皆さん、影響の方は大丈夫だ

ったでしょうか。どうか今年は災害のない１年に

なることを願っております。 

ことし令和２年の国内外の主な行事と致しまし

て、まず国内では２月２３日令和最初の天皇誕生

日での祝日、７月２４日東京オリンピックの開幕

に続き８月２５日東京パラリンピックの開幕があ

り、そして世界では１０月２０日中東ドバイでの

万博開催、１１月にはアメリカ大統領選が控えて

おります。また、我々ロータリアンといたしまして

は、１９２０年に日本で初めて設立した東京ロー

タリークラブが今年の１０月２０日で創立１００

周年を迎えます。これは同時に、日本のロータリー

が１００周年を迎えることでもあります。 

さて、いよいよ今年度も折り返し地点をスター

トいたします。私も正月の休み中に前半を振り返

ってみましたが反省することばかりでした。痛感

したことはとにかく時間が経つのが早い、あれこ

れ考えているうちに時間が過ぎて行き、準備の大

切さを再認識いたしました。しかし反省ばかりで

は前には進みません。そして折角与えて頂いた１

年間ですので、ロータリー活動はもちろんのこと、

自分が１歩でも前進し成長できるように残された

時間を大切に努めて参りたいと考えます。 

先ほど申し上げましたが、今年は日本国、そしてロ

ータリーに於いても記念すべき行事が沢山予定さ

れております。 

日本のロータリー１００年を振り返るに当たり、

先人達が築き上げた歴史や変革の軌跡を勉強する

機会もあるかと思います。是非、私もこれからの時

代の変化に順応できるロータリアンとして、そし

て変えてはならない志を大切に今年１年取り組ん

で参りたいと考えます。 

最後に、本年も皆様にとりまして、健康で素晴ら

しい年になりますことを祈念しまして私の挨拶と

いたします。 

第７回定例理事会報告 
１）１月２月３月例会プログラムの件  …承認 

２）クリスマス会決算案の件      …承認 

３）合同例会予算案の件        …承認  
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幹事報告 

【週報拝受】鹿島臨海ＲＣ、銚子東ＲＣ 

1. 地区関係負担金下期お振込みのお願い 

2. 地区大会表彰について 

3. 地区補助金アンケートのお願い 

4. ＲＬＩ推進委員会よりご案内 

5. 米山奨学生新年会の入金口座のお知らせ 

6. 補助金管理セミナーのご案内 

7. 財団室 NEWS 2020年 1月号 

8. 職業奉仕月間リソースのご案内 

9. 2020年 1月のロータリーレート  

１ドル＝110円 

10. 2020－21年度会長ｴﾚｸﾄ研修ｾﾐﾅｰのご案内 

…ガバナー事務所 

【例会変更】 

八日市場ＲＣ 

1月 7日(火)定款により休会 

  14日(火)初詣 11：30 西光寺  

新年会 12：30～柿岡屋 

時間及び例会場変更 

21日(火)移動例会（大相撲観戦）のため 

成田空港南ＲＣ 

1月 16日(木)成田山新勝寺参拝（任意） 

夜間移動例会点鐘 18時田中商店 

  23日(木)休会 

銚子東ＲＣ 

1月 28日(火)振替休会 29日（水）  

銚子ＲＣとの合同例会の為 

旭ＲＣ 

1月 24日(金)夜間例会点鐘 18時 30分 

  31日(金)定款第 7条第 1節（d）により休会 

会員の記念日  

お誕生日おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤直子会員  石毛 充会員 

（1月 8日）  （1月 5日） 

 

結婚記念日 

鈴木 達也会員（12月 25日） 

入会記念日 

石毛  充会員（1月 6日） 

阿天坊俊明会員（1月 8日） 

信太 秀紀会員（1月 8日） 

 

創業記念日 

寺内 忠正会員（12月 15日） 

富永 泰夏会員（12月 23日） 

ニコニコＢＯＸ  

✧大ニコニコ 佐藤直子会員 

皆様、おめでとうございます。本年も宜しくお願い

致します。昨年末１２月１３日に初孫が産まれま

した。とうとう○○に‼こんなに可愛いものとは思

いませんでした     

✧ 阿天坊俊明会員・信太秀紀会員 

  髙瀬幸雄会員・須永清彦会員 

おかげさまで４名無事年男にならせて頂きました。

本日の卓話もはりきってお話させていただきます

のでよろしくお願いいたします。 

✧ 石毛英俊会員 

クリスマス家族親睦会では、太陽の里をご利用い

ただきありがとうございました。また、２９日の合

同例会でお待ちしております。 

＝年男の抱負＝ 

阿天坊 俊明会員 
 新年あけましてお

めでとうございます。

今年は十二支の最初

となる子年、二つの目

標に向かって邁進し

て行きたいです。 

１．東京豊洲市場での、

銚子発自社ブランド

の拡販 

２．銚子商業野球部が

夏の甲子園大会に出場できる様に指導する 

年男の年、大いに飛躍する年にしたいです。 

信太 秀紀会員 
あけましておめで

とうございます。早

速ですが皆さんは

「正義の味方」と「悪

の組織」どちらに魅

力を感じるでしょう

か？当然かっこいい

ヒーローである「正

義の味方」だと思い

ますが、このことを比較検討してみたいと思いま

す。 

正義の味方         

自分の具体的な目標はない     

相手の夢を阻止することが生きがい     

常に何かが起こってから行動   

一度負けただけで相当落ち込む 
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自分の正体を隠す           

いつも怒っている               

相手の意表を突く（卑怯）          

悪の組織 

大きな夢や野望を抱いている 

目標達成の為常に研究開発 

努力を重ね先手先手で仕掛ける 

失敗を怖れず絶対にめげずぶれない 

幹部の指示が絶対で仲間割れはしない 

よく笑う 

礼儀正しい（変身中待つ） 

つまり「正義の味方」は特に夢がなく、相手の邪

魔をし、いつも後手で、1 回の失敗で異常に凹み、

周りに嘘をつきまくっている上に、怒りっぽく、や

ることが卑怯、ということになります。こういう人

が果たしてリーダーと言えるのでしょうか？ 

その反対に「悪の組織」は、大きな夢を抱き、日々

研究開発を怠らず、先手先手で仕掛けていき、失敗

を怖れないばかりか、常に笑顔で礼儀正しい、ので

す。 

本年、わが社では社長社員、全員一致で「悪の組

織」を目指すことに決定いたしました。どわーっは

っはっはっはっは！！ 

髙瀬 幸雄会員 
6 回目の年男です。

まさか 6 回目の年男

をロータリアンとし

て迎えることなど考

えもしませんでした。 

2011 年 7 月の入会で

その年は東北地方を

中心に大震災が発生

しました。 

12 年前は（株）山二

電機の取締役に就任した時になります。2020 年は

日本で二回目のオリンピック、パラリンピックが

開催され、又東京ロータリークラブ創立 100 周年

の節目の年になりますが、そのような年に年男を

迎えることに感謝したいと思います。 

日本での第一回オリンピックは1964年に開催され

ましたが、私は 16歳、高校 2年生の時でした。そ

の時に鮮明に記憶していることは、開会式前夜が

大雨で翌日の開会式が危ぶまれるほどでしたが、

開会式当日は、前夜のことが嘘のように晴天に恵

まれたことです。信仰心のない私も、日本は神国で

あることを実感した次第です。 

今年の開催は夏になりますが、どのような神国の

力を見せてくれるか楽しみです。 

今年の大河ドラマは「麒麟が来る」のタイトルで明

智光秀が主人公です。「麒麟」は穏やかな治世が行

われる時に現れると言う聖なる獣のようです。応

仁の乱後の荒廃した世を立て直し「麒麟」を呼ぶの

は誰なのかをテーマに物語が展開するようです。

戦国武将が多く登場し、「麒麟」を呼んだ本当の立

役者は誰かを振り返る良い機会であるかもしれま

せん。 

銚子ロータリークラブを含め多くのロータリア

ンが力を合わせ「麒麟」を呼び寄せ穏やかな世界が

実現できるように私も頑張っていきたいと思いま

す。今年 7月から田中会長のもと幹事を務めます 

皆様のご協力をお願いし年男の挨拶と致します。 

須永 清彦会員 
明けましておめでと

うございます。本年も

宜しくお願い致します。 

今年 4 回目の年男の須

永です。こんな体でネ

ズミ年生まれです。昨

年の反省１つと今年の

抱負 3 つをお話しさせ

て頂きます。 

まずは昨年の反省から

ですが、昨年は、新元号になり、消費税率も変わっ

て、変化の多い 1 年だったと思います。 

とくに 10 月から消費税率 10％、また、仕事では

Windows７のサポート終了で Windows10 への入

替が多く、「10」に縁のあった年だと感じていまし

た。 

それを踏まえ、年末に向け、ひそかに計画していた

ことがありました。それは年末の一大イベント有

馬記念に「10」番から流す事です。実は、昔からそ

の年にあった出来事で年末の有馬記念の馬券を買

うといった事をしています。普段は殆ど競馬はや

らないのですが、なんとなく 1 年を振り返りなが

ら予想をする事を行っていました。 

よく漢字 1 文字でその年を表す等ありますがそれ

と同じ感覚です。 

レース結果からお伝えいたしますと、2019 年有馬

記念で 10 番は 2 着、最高配当は 3 連単 6 番 10 番

7 番、配当 57,860 円！ 

しかし、レース当日、別の用事で気がついたらレー

ス終わっていての買い忘れ！2019 年最大の反省

となってしまいました。この反省を踏まえ今年の

抱負の一つは、「決めたことは最後まで実行する」

と決意した年末でした。 

さて今年の抱負残りの 2 つですが、昨年仕事の

方も、おかげさまで忙しくさせて頂きました。今年

は反動で少々暇になるかもしれませんが、その分、

遊びの方を充実させたいのと、勉強の一年にした

いと思います。 

遊びの方は、昨年始めたゴルフをもっと鍛えよう

と思ってます。先日、大里会員・吉原会員にお誘い

頂き、初めてスコアを付けました。今年はもっと練
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 例会プログラム 

２月 平和と紛争予防/紛争解決月間 

５日 「スリランカクラブ卓話」 

コスモス奨学金 代表 鈴木 康夫様 

スリランカクラブ会長 石井  弘様 

（松戸西ＲＣ） 

１２日「新入会員卓話」吉原 祐真会員 

１９日「地区大会に参加して」参加会員 

例会終了後、第５回クラブ協議会開催 

２６日「物故会員を偲んで」 

３月 水と衛生月間 

４日  副島賢治会員卓話 

８日（日）第 8 グループＩＭ  

点鐘 13 時 犬吠埼ホテル 

１１日 「ＲＹＬＡに参加して」参加者 

１８日  調整中 

２５日「創立記念例会 ＤＶＤ鑑賞」 

   金島 弘クラブ研修・情報委員長  

習して、多くコースに出たいと思っておりますの

で、皆様是非お誘いください。 

仕事の抱負としては、「勉強の 1 年」になると思い

ます。仕事柄、覚える事が多いのですが、今年は新

しいデータベースエンジンにてシステム構築の予

定があります。勝手が違う事が増えますが、自分の

引き出しを増やすことに繋がりますので、粛々と

取り組んでいこうと思います。 

しっかりと覚えてグレーゾーンを作らない。言い

換えると「グレーゾーンに気を付ける」さらに言い

換えると「ネズミ色にチューいする」（鼠年だけに） 

以上、簡単ではございますが、昨年の反省と、今年

の抱負をお話させて頂きました。 

今年４８歳になる、須永４８をどうぞ宜しくお願

い致します。 

米山奨学金交付 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 
金島弘クラブ研修・情報委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーの友１月号の読みどころ紹介 

 

【出席報告】 

会員総数４１名 出席計算３７名  

出 席  ３０名  欠 席    ７名  

出席率８１．０８％ 

欠席者：村田君・常世田君・山崎君 

米岡君・鈴木君・富永君 

高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】  

1/12米山新年会 髙瀬君 

 

 

新年第一例会 乾杯 

桜井 広和会員 

 

 

 

 

【ニコニコ】 

 

 

 
 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥30,000 計 ￥371,010 

スモールコイン ￥ 2,900 計 ￥ 26,470 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 27,055 

希望の風 ￥26,000 計 ￥172,000 

次週１月２２日のプログラム 

「職業奉仕月間卓話」 

地区職業奉仕委員長 髙橋 潤一様 

         （新千葉ＲＣ） 

お弁当：高浦（幕の内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


