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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   田 中 英 子 

副会長   石 毛   充 

幹  事   髙 瀬 幸 雄 

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 

UR Lhttp://www.tcs-net.ne.jp/~crc/ 

2020-2021年度 ＲＩ会長テーマ 

ロータリーは機会の扉を開く 

ROTARY OPENS OPPORTUNITIES 

ＲＩ会長 ホルガー・クナーク 

 

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 

ガバナー漆原 摂子 (勝浦RC)  

広報・会報委員会   

委員長  金島   弘  

副委員長 大岩 將道  委 員 上総 泰茂 
  

 

今週のプログラム 

「４代目１０年目の取り組み」 

櫻井 公恵会員 

 

前回例会報告（７月２９日） 

点鐘：田中 英子会長 

ロータリーソング：手に手つないで 

四つのテスト唱和 

ビジター紹介： 

銚子チアーズ㈱ 取締役 

 C′ｓ marina ﾁｰﾑﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 宮内 沙織様 

（卓話者） 

会長挨拶 

 本日は銚子チアーズ株式会社 取締役 C’S マ

リーナ チームディレクターの宮内沙織様にお

越し頂いております。 

前年度になりますが、宮内様には今年の 3 月

の例会で卓話をして頂く予定でおりましたが、

コロナウイルス感染症拡大防止の為、例会が休

会となり、残念ながら、お話を伺うことは叶いま

せんでした。 

そして、再度、快くお引き受け頂き、本当にあ

りがとうございます。後程、宮内様の卓話を楽し

みにしておりますので、どうぞよろしくお願い

致します。 

 ７月２７日（月）、匝瑳市の柿岡屋にて、第４

回第８グループ会長幹事会が開催されました。

前回の会長幹事会はリモートで行われ、また、新

年度になって一堂に会する会長幹事会は初めて

でしたので、久しぶりに各クラブの会長、幹事の

皆様と、顔を合わせて情報交換ができ、有意義な

時間を過ごすことができました。 

 さて、皆様もご存じの通り、７月２２日より、

3 密回避や衛生対策など「旅行時のニューノー

マル」を徹底することを前提に、国内観光需要喚

起を目的とした「Go  To トラベルキャンペー

ン」が開始されました。このキャンペーンは、実

施される直前に東京都民、そして、東京への観光

は除外され、明確な線引きがないまま見切り発

車的な混乱の中開始されました。 

 当初「Go  To キャンペーン」は、新型コロナ

ウイルス感染収束後に日本国内の人の流れを創
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り出し、地域の再活性化につなげることを目的

として、観光・運輸業、飲食業、イベント・エン

ターテインメント業などを対象に、補助金の支

出により需要喚起を目指すというキャンペーン

施策でした。 

 しかし、連日主要都市でのコロナウイルス感

染者が増加傾向にある中、当初の開始予定を前

倒しでキャンペーンは実施されました。 

 コロナウイルス感染症拡大防止と経済活動、

どちらも重要なことですが、今現在、この二つは

二律背反の関係にあります。 

 そのような関係はロータリークラブにも言え

ることだと思います。ロータリークラブは親睦

と奉仕、そして、ロータリアンの三大義務の１つ

に、例会出席があります。 

現在、十分とは言えませんが、できる限りの予

防策をとりながら例会を開いております。 

会員の皆様には、食事の時間の楽しいおしゃべ

りもままならぬ、ちょっと窮屈な思いをしなが

らの例会で、本当に心苦しく思っております。そ

れならば、会員の皆様の安全安心を第一に考え、

例会を休会にするのが一番なのかもしれません。 

 しかし、例会を休会にすることは、実は簡単な

ことで、それよりも、どうやって例会を開くかと

いうことの方が、ずっと難儀なことであること

は皆様ご承知のことと思います。 

 前年度、予期せぬ長期休会明けの６月 3 日の

例会で、大先輩の会員の皆様より「3 カ月ぶり、

待ちに待った例会に元気な姿で出席できました。

」というニコニコ BOX を頂きました。その時、

まさに、ロータリーソングにある「集いて図る、

心は一つ」を実感し、そのお言葉に大変勇気づけ

られました。 

これからも、いろいろな行事が延期や、中止に

なるかもしれません。また、例会が休会になるか

もしれません。そうなるかもしれないことを予

測しつつ、例会運営委員会の皆様とは今後の例

会の在り方を考え、行事の前には、その都度、親

睦活動委員会の皆様と相談し、そして、会員の皆

様のご意見に耳を傾けながらやっていきたいと

思いますので、その節はどうぞよろしくお願い

致します。 

 

幹事報告 

1. 地区ホームページ国際大会詳細

メニュー追加のお知らせ 

2. 2020 -21 年度 第 2790 地区 ロータリー財団

セミナー開催ご案内 

3. ２０２０年６月寄付レポート 

4. 財団室 NEWS 2020年 8月号 

…ガバナー事務所 

5. 2020 COM杯 英語・日本語スピーチ大会後援

のお願い 

…ＮPO法人 BeCOM 

 

会員の記念日   

永澤 信会員(7月 27日） 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧阿天坊俊明会員 

銚商野球部は八月からの夏の大会が開催され出

場することになりましたが、この大会は夏の甲

子園大会が中止のため県大会で終了します。優

勝をめざし頑張らせますので応援よろしくお願

いします。 

 

 

2020年8月のロータリーレート 10５円 
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卓 話  

「ただいま」が聞こえるセカンドキッチンを目指して 

銚子チアーズ㈱ 宮内 沙織様 

幼少期、私は人の前で話すことなんてもちろ

ん、恥ずかしがり屋ですぐに祖母の後ろに隠れ

てしまうような子どもでした。両親が共働きだ

ったため祖父母に育てられ、遊び場はいつも祖

父母が農作業をする畑か田んぼという毎日。鼻

を垂らすと祖母にキャベツの葉で鼻をかみ、お

やつといえばトマトに砂糖をかけたものが定番、

という日々でした。いつも畑や田んぼで忙しく

作業する祖父母の食生活は、ごはんにお味噌汁

をかけるいわゆる「猫まんま」スタイルで、食べ

終わったらすぐまた農作業に戻り、贅沢をせず

いつもにこにこと私に笑いかけながら必死に家

庭を支えていたのだと思います。 

そんな祖父母を見ていたら、いつからか「農家

の祖父母に美味しいものを食べさせたい」とい

う思いが強くなり、栄養士を目指すようになり

ました。しかしながら、祖母は私が１０歳の時、

祖父は私が短大１年を終えるときに、他界して

しまいます。大好きな祖父母のためにと夢中で

走ってきた中で、目標を失ってしまった私に父

と母が言ってくれたのは「自分のやりたいこと

を、思うようにやってみたらいい」ということで

した。「自分のすることに責任を持ち決断して進

むこと、時に決断は恐怖に襲われることがある

けれど、そんな時は私たちがいるから」。仕事に

忙しく普段あまり会話のない両親でしたが、思

い返すと、本当にあの言葉があったからこそ、今

の自分がいると思えます。 

それからの私は自分のやってみたいと思うこ

とをとにかく突き進みました。短大生活中にア

ルバイトを４つ掛け持ち、資金を貯めて、２０歳

で短大を卒業すると、その２週間後から１年間

カナダへ渡航します。ワーキングホリデーのビ

ザを最大限に生かし、バンクーバーの語学学校

を卒業すると、夏の間中はロッキー山脈の麓の

ダチョウの牧場で住み込みで働きました。 

残りの半年はトロントへ移り、日系保育園の給

食の調理員募集の新聞広告をみて応募、約８０

名の子供たちに日本食を作って過ごしました。

カナダでの生活を終えるとそのままバックパッ

クを背負って中南米横断の旅へ。言葉の壁、文化

の相違、そして教科書でしか見たことのない古

代の歴史と向き合い、今でもその経験はかけが

えのないものとなっています。 

帰国して銚子に戻り、病院の栄養士として３年

半働くものの、挫折。自分がなりたかった職業に

疑問を感じ、四国八十八ケ所を歩き遍路します。

１４００キロの道のりを１カ月間歩き通し、言

葉には表せない湧き上がる感謝の気持ちを生か

す為に千葉市内の旅行会社へ就職。旅行会社と

言ってもいわゆる昔ながらの観光屋さんで、千

葉県内の老人クラブさんへ、ツアーの営業・企

画・手配・添乗すべて行いました。旅行の仕事が

未経験な私はとにかく半年間は旅行を売らずに、

千葉県内各町内の老人クラブの集まりを聞いて

は神社掃除の手伝い、グランドゴルフ場の草刈

り手伝いなど、人に会うことと話すことを仕事

にして、お客様と家族のような関係となり、よう

やく旅行に行ってもらう…そんな営業スタイル

でした。しかし、仕事も慣れて７年を過ぎる頃、

母方の祖父が倒れ介護となり、仕事を辞めて銚

子に戻ることになります。祖父に寄り添った３

ヶ月は、祖父の最期を家族や親せきと一緒に考

え、語り合いながら、時には傷つけあい、それで
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も祖父を思う気持ちを共に過ごした時間を経て、

銚子へのＵターン就職、その後、起業となりまし

た。 

すっかり前置きが長くなりましたが、元 「々銚

子ビール」を立ち上げていた佐久間快枝さんと

共に、「銚子チアーズ」を立ち上げてこの 8月で

２年が経ちます。千葉科学大学マリーナキャン

パスにあるＣ‘ｓ marinaは、親元を離れて過ご

す大学生・先

生方、地元に

住むひとた

ち、観光客が

交わり、そこ

から生まれる

様々な人との

出逢い、交流が生まれる場所にしたいと思って

います。親元を離れて暮らす学生たちにとって

は、「第２のふるさと」として。また訪れる人た

ちにも、家の食事の次にほっと出来る場所「セカ

ンドキッチン」として活用してもらえるよう、生

産者さんの旬の野菜をメインにメニューをスタ

ッフみんなで考えています。だれもが「ただい

ま」と帰ってこれる場所を創っていけたらと思

います。まだまだ始まったばかりの挑戦ですが、

これからも私の原点である「人とのつながり」を

大切にしながら取り組んで参りますので、よろ

しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

【出席報告】  

会員総数３８名 出席計算３７名  

出  席２６名  欠  席１１名 

出席率  ７０．２７％ 

欠席者：廣瀬君・石毛君・村田君・永澤君 

宮内(龍)君・佐藤君・常世田君 

吉原君・鈴木君・高橋宏明君・富永君 

【Ｍ Ｕ】  

8/1 RAC会長幹事会 島田君・須永君・田中君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

委員会報告  

8月 1日(土)14時〜 

第 1回 RAC会長幹事会が銚子商工会館 5階大会議

室で開催され、千葉科学大学ＲＡＣより木原会長 

北川副会長が出席。 

提唱クラブより旭ＲＣ飯嶌会長・片山幹事、銚子

東ＲＣ黒田青少年奉仕委員長、当クラブ田中会長

須永青少年奉仕委員長・島田ＲＡＣ委員長が出席

しました。 

ニコニコ BOX ￥3,000 計 ￥101,000 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 4,456 

米山 BOX ￥2,400 計 ￥ 7,530 

希望の風 ￥ ― 計 ￥29,020 

次週８月１２日は休会です。 

次回（８月１９日）プログラム 

地区クラブ奉仕・会員基盤向上委員会 

委員長 中村 俊人様の卓話です。 

お弁当：京華苑（中華） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


