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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 

「月間に因んで」 

国際ロータリー第 2790地区 

クラブ奉仕・会員基盤向上委員会 

委員長 中村 俊人様（柏東ＲＣ） 

前回例会報告（８月５日） 

点鐘：田中 英子会長 

国歌君が代斉唱 

ロータリーソング：奉仕の理想 

四つのテスト唱和 

ビジター紹介： 

米山奨学生 ﾊﾞﾝﾀﾞｰﾗﾅｰﾔｶ ｼｮﾊｰﾝ ﾏﾙｳｨﾝﾀﾞﾔｽ様 
(奨学金交付) 

会長挨拶 

 本日は米山記念奨学生のショハーン君がおみ

えになっております。ショハーン君には後程近

況報告をお願い致します。 

 先週 8月 1日(土)に国際ロータリー第 2790地

区ローターアクト第１回会長幹事会が、銚子商

工会館５階の大会議室で行われました。詳細は、

後程須永青少年奉仕委員長から報告があります

ので、少しだけお話させて頂きます。 

 当日は、会長幹事会開催ホストクラブ 提唱ロ

ータリークラブ会長として挨拶を仰せつかりま

した。私が今から３０年前、ローターアクトに在

籍しておりましたことは、皆様ご存じの方も多

いと思います。挨拶の中で、ローターアクターに

向けて「ローターアクトの仲間とは今も親交が

あり、そして、その当時ローターアクト委員長だ

った方とは、今現在、同じクラブで一緒に活動し

ています。」とお話させて頂きました。 

その当時のローターアクト委員長とは猿田正

城会員であり、その節は大変お世話になりまし

た。改めて、お礼申し上げます。 

主観的な思い出でしかないローターアクトでし

たが、若いローターアクターの皆さんの活動を

目の当たりにし、初めて客観的に活動を見るこ

とで、当時の私たちはロータリアンの皆様の目

にどのように映っていたのだろうと、遠い昔の

ことながら、一抹の不安が頭をよぎるそんな瞬

間がございました。 

さて、今月は「会員増強・新クラブ結成推進月

間」です。会員増強は、新会員の勧誘、現会員の

退会防止、及び、新クラブの結成の 3 つで成り

立っていると言われます。 

今年度ホルガー・クナークＲＩ会長は、新会員・

会員増強にこだわるのではなく、現会員の維持、

現会員が生涯ロータリアンであることの大切さ

を述べられました。 

しかし、クラブの存続には、新会員の入会は必

要不可欠で、少子高齢化社会となった今、会員基

盤を広げる必要があります。 

今日は、まさにそれを実践しているクラブを

紹介します。そのクラブは、東京広尾ロータリー

クラブで、2000年 12月 7日に、東京神宮ロータ

リークラブをスポンサークラブとして誕生致し

ました。このクラブは創立当初から会員の半数

は女性で、その比率はほとんど変わったことが

ないそうです。男性・女性の比率だけでなく、「

日本語を解さない外国人も会員として活動でき

るクラブ」を創立のコンセプトとし、アメリカ人

フランス人、ドイツ人など国籍も様々で、多様性

豊かな、日本語と英語の 2 カ国語で例会を行う
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日本で唯一のバイリンガルクラブです。 

これは「会員基盤を広げる」の 1 例でご紹介さ

せて頂きましたが、これをまねするのではなく、

これを参考にして、その土地柄にあった会員増

強を実践していけたら、5年後のクラブは今と変

わらず、活気のある素敵なクラブであることは

想像に難くないでしょう。 

先週宮内沙織さんのお話を伺って、宮内さん

のような、ロータリーに入会していなくても、地

域と地域の人々のことを思いながら、ロータリ

ーの 4 つのテストを自ら率先して実践している

方が、銚子にだってまだまだいるはずです。そん

な方が入会してくれたら、きっと生涯ロータリ

アンでいてくれるに違いありません。会員の皆

様のまわりに、そんな方がいらっしゃいました

ら、ぜひ寺内会員増強委員長にご一報ください

ますようよろしくお願い致します。 

最後に、今年はコロナ禍の中、帰省自粛のお盆

を迎えます。会員の皆様も、くれぐれも健康に留

意され、休み明けにまた皆様にお会いできるこ

とを楽しみにしております。 

第 2回定例理事会報告 

１）8月 9月 10月プログラムの件    …承認 

２）両クラブ合同スポーツ大会の件 

…承認  4月に延期 

３）観月会の件 

…承認 開催中止 9/30通常例会とする 

４）ガバナー補佐訪問クラブ協議会の件        

…承認 8/26(水)例会終了後  

５）ガバナー公式合同訪問・クラブ協議会の件    

…承認 9/9(水)東 RCと合同 会場：１階大ホール 

６）ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ・ﾃﾞｼﾞｸﾞﾈｰﾄ候補者推薦の件 

…継続審議 

７）19-20年度決算案の件       …承認 

８）20-21年度予算案の件       …承認  

９）2022年規定審議会議案提出の件   …承認 

10）出前教室の件            …承認 

11）RYLA実行委員推薦の件            

…承認 須永青少年奉仕委員長を推薦する 

12）2021-22ガバナー補佐推薦の件    …承認  

 

幹事報告 
【週報拝受】館山ＲＣ、銚子東ＲＣ、小見川ＲＣ 

1. RYLA実行委員推薦の件 

2. 米山普通寄付金申告用領収証受付開始のお知

らせ 

3. 2021-22年度ガバナー補佐の選考について 

4. クラブ委員長セミナー終了後アンケート調査

による質問・要望事項へのお返事について 

5. 2020年 8 月会員増強・新クラブ結成推進月間

リソースのご案内 

6.  8 月のロータリーレート １ドル＝105 円 

7. 記念切手「日本のロータリー100年」発行のお

知らせ 

8. 2790地区グループ再編成について 

9. ガバナー事務所夏季休業のお知らせ 

…ガバナー事務所 

10. ロータリーの友手引書 

11. 友事務所の運営について 

…一般社団法人ロータリーの友事務所 

【例会変更】 

銚子東ＲＣ 

8 月 11 日(火)定款第 7 条第 1 節(ｄ)により休会

（お盆） 

旭ＲＣ 

8月 14日(金) 定款第 7条第 1節(ｄ)により休会 

  28日(金) 夜間例会 

八日市場ＲＣ 

8月 4日（火）定款第 7条第 1節（ｄ）により休会 

11日（火）点鐘 12：30 お弁当持ち帰り 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため 

18日（火）定款第 7条第 1節（ｄ）により休会 

25日（火）夜間移動例会（納涼会）のため  

点鐘 18：30 場所 柿岡屋 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため変更の

場合あり 

会員の記念日   

島田洋二郎会員(7月 30日） 

小田島國博会員(8月 3日) 

 

 

 

 

 

 

 

寺内 忠正会員 

(7月 30日) 

 

創業記念日 

佐藤 直子会員(8月 1日) 

永澤  信会員(8月 1日) 

伊藤 浩一会員(8月 3日) 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧櫻井 公恵会員 

5年ぶりの卓話です。よろしくお願いいたします。 
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卓 話  

「４代目１０年目の取り組み」櫻井 公恵会員 

私どもの看板の櫻井謙二の名前は私の祖父です。

会社の創立が昭和 7 年ということですので今年で

創立 88年目。2 代目は私の父親、そして３代目は

父親の弟でした。私が代表になったのはちょうど

10 年前の 2010 年 4 月 1 日のことでした。３代目

の叔父が体調を崩したことから２代表制にし、そ

こから私たちの奮闘が始まりました。 

4か月後の 8月に 6年間 GISTという希少がんで闘

病していた配偶者が亡くなりました。そして 2 か

月後の 10月に 3代目の叔父が亡くなりました。私

が 42歳のときでした。 

今思い返しても、当時も今も辛いとか悲しいとか、

ましてやできないなどと感じている暇はありませ

んでした。それまでやってきた仕事をそこからも

毎日丁寧に確実につないでやっていくだけです。

幸い全てのお取引先のみなさまからあたたかく後

押しいただき、それまでと変わらない取引を継続

していただけました。 

 年が明けて 3 月。今度は東日本大震災を受けま

した。余震、停電、なによりその後の物流の滞りは

堪えました。その時にでき得た私たちのすべきこ

と「食品を地域のみなさんのもとに届ける。安心を

届ける」ということだけに邁進しました。無我夢中

だったように思います。 

ロータリーに加えていただいたのは更に２年経っ

て 2013年の春のことでした。そこからも大きな出

来事にはいくつか遭遇しましたが、これまでの 10

年はひたすら仕事を遂行することと、社員ととも

にあることを考えてきました。 

私には本業の他にライフワークというより自分の

使命としていることがあります。がん患者支援活

動です。現在は NPO 法人 GISTERS の副理事長、そ

して一般社団法人全国がん患者団体連合会の役員

をしています。 

今回は昨年作成した「がんになっても安心して働

ける職場づくり」のガイドブックを参照しながら

会社にとって最も重要な財産である社員の就労へ

の取り組みの事例を、がんという切り口でご紹介

申し上げたいと思います。 

今は医療も進歩し、また検診もすすんでいること

から、がんはなおる場合、もしくは長期にわたり安

定状態が期待できる病気になってきました。もは

や慢性疾患に例えられることもあります。つまり

治療をしながら働き続けることが可能となってい

ます。 

さて、大事な社員ががん、あるいは他の病気にかか

ってしまった。そのとき。本人は混乱の中にあるか

もしれません。 

「仕事どころではない、会社辞めます！」と言いに

来る人がいるかもしれません。これを「びっくり退

職」といいます。退職でなく休職にすれば傷病手当

金の受給で安心して治療ができます。どうか「そう

かそうか、そうだよね。仕事どころじゃないよね。

しっかり治療に専念するんだよ」と退職届を受け

取らずに、「でも辞めることはない」とサポートさ

しあげてください。 

はじめの窓口として大切なことは「何かあったと

きに仕事のことを相談すべき先はここ、と明確に

示すこと」です。＊この冊子は QRコードを読み取

っていただくと、各社の事例など、詳しい記事に飛

べるようになっています。（P13参照） 

また、私たちがひとつひとつの疾患に詳しくある

必要は全くありません。病気のことは先生にお任

せして仕事をすることに際し必要な情報をやりと

りすることが肝です。（やりとりのヒントは P22ペ

ージ） 

支援のためには社内の制度を整理しておくこと、

公的な支援制度を把握しておくこと、正しい情報

がどこにあるかを知っておくこと、あるいは詳し

い人を知っておくことが有効です。 

有給休暇などのしくみも例えば 2 時間ごとに取得

可能、というようにしておくと、通院の時に使いや

すくなるので治療との兼ね合いにはとても助かり

ます。（P17） 

手術した部位によっては例えば食事を小分けする

必要があったり、トイレが頻繁になったり、抗がん

剤の副作用もさまざまで、必要な配慮の事例も参

考になります（P19） 

多くの取り組みの事例から自社でもできる支援の

いいとこ取りをしてください。 

【参考】経営者には病気になる前にもできること

があります。 

①１次予防・・つまりがんを未然に防ぐために健康

診断を利用して禁煙 適度な運動 節度ある飲食 

食生活の改善などを指導すること 

②２次予防・・早期発見と早期治療のためにがん検

診受診を勧めること（弊社では市町村の検診（胃 

肺 大腸 乳がん 子宮頸がん）を受けるように

促し、自己負担の費用を会社で負担しています。検

診は就業時間内に検診に行くことができるように
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していてこれも有効な作戦です） 

コロナで人の働き方が変わりました。テレワーク

が推奨され社会が大きく変わりつつあります。求

人していても「ダブルワークでもいいですか？」と

いう問い合わせも多くなりました。多くの人が時

間の使い方を模索しているのだと思います。 

私どもでは現在、パートさんのダブルワークが２

名、その他に業務委託でお願いしている方、つまり

直接雇用契約を結んでいない方が 3 名となりまし

た。ひとりは大手企業にお勤めでうちには副業で

関わってくださっているという立場の方です。 

こうして変化する人の働き方に柔軟に、できれば

おもしろがって対応しつつ雇用する力を養ってい

きたいと考えている 10年目です。 

今年度からは43名の社員と共に次のステージに行

きます。あと何年できるか、ということを考えつ

つ、これまでのようにただがむしゃらに働くので

はなく会社が育つための全員参加型の「私たちの

会社」づくりをしていきたいと考えています。と思

っていても、しょせん思い通りにはならないのが

この世の常、ということも深く学んで歩いてきま

した。 

本日お伝えしたかったのは、みなさまの大切な

社員やその家族の治療と仕事の両立に関する事で

困ったことがあった時にはどうぞ私に一声かけて

くださいね、ということでした。正解がひとつでは

なく都度考えなくてはいけない問題ですが、仕組

みを見つけるお手伝いができるとしたら、ささや

かではありますがそれが今の私にできる奉仕なの

だと思います。 

 

８月分米山奨学金交付  
 

 

 

 

 

 

委員会報告  

髙橋宏資クラブ研修・情報委員長  
 

ロータリーの友８月号

よみどころのご紹介 

 

 

 

 

須永清彦青少年奉仕委員長 
地区ＲＡＣ第 1回会長幹事会の報告 

 

 

 

 

 

 

 

【出席報告】  

会員総数３８名 出席計算３３名  

出  席２５名  欠  席 ８名 

出席率  ７５．７６％ 

欠席者：木曽君・村田君・島田君・佐藤君 

常世田君・鈴木君・高橋宏明君 

富永君 

【Ｍ Ｕ】 なし 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

                     

     多部田会員より手作りの 

お肌に優しい絹マスクをいただきました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 7,000 計 ￥108,000 

スモールコイン ￥ 2,200 計 ￥  6,656 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥  7,530 

希望の風 ￥23,000  計 ￥ 52,020 

次週（８月２６日）プログラム 

ガバナー補佐 大塚榮一様の卓話です。 

例会終了後、クラブ協議会開催 

お弁当：高浦（幕の内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


