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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 

URL http://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 

「銚子市長卓話」 

銚子市長 越川 信一様 

前回例会報告（１月６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 

ビジターなし 

会長挨拶 

あけましておめでとうございます。コロナ禍

で迎える初めてのお正月は、日本各地の人出が

軒並み減少という静かな年末年始だったようで

すが、会員の皆様におかれましては、お健やかに

新年を迎えられたこととお慶び申し上げます。 

はじめに、昨日皆様にお送り致しました要望

書についてお話ししたいと思います。 

昨年 12月 11日（金）、第８、第 9グループの

両ガバナー補佐及び、各クラブの会長が出席し、

新第 8 グループのガバナー補佐選出について話

し合われました。その中で、「銚子ＲＣは今回の

地区のやり方に納得できないので、クラブから

ガバナー補佐候補者を出すことはできない。」と

申し上げましたが、「新第 8グループのガバナー

補佐は一番歴史と伝統のある銚子ＲＣが相応し

い」という意見により、今月にも漆原ガバナー、

梶原ガバナーエレクトが銚子ＲＣにお願いに来

ることになっております。 

わざわざおいで頂いても、ただお断りするだ

けではガバナー補佐を出したくないだけと思わ

れないよう、銚子ＲＣとしての意見をまとめ、要

望書として地区に提出することを臨時理事会で

決定致しました。そして、昨日、遅ればせながら、

皆様にお知らせさせて頂きました。急なことで

大変申し訳ございませんが、ご理解頂けたら幸

いです。 

さて、皆様ご存じの通り、今年は丑年です。中

国伝来の十二支は、もともと植物が循環する様

子を表しています。丑は十二支の 2 番目で、子

年に蒔いた種が芽を出して成長する時期とされ

ています。十二支の「丑」という字は、手の指を

曲げて物を握る様子を表した象形文字で、つか

む、からむという意味があります。糸へんに丑と

書く「紐」にもその意味が伺えます。中国の『漢

書かんじょ』では、「丑」は曲がる、ねじるとい

う意味を持ち、芽が種子の内部で伸びきらない

状態を表しているとされています。そして、丑年

には、先を急がず目前のことを着実に進めるこ

とが、将来の成功につながっていくといわれて

います。 

新年のスタートと同時に、今年度折り返しの

下半期が始まりました。コロナ禍で、明日にも 1
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都 3 県に非常事態宣言が発出されようとしてい

るまだまだ厳しい状況ですが、丑年に習い、今で

きることを 1 つずつ着実に遂行して参りたいと

思っておりますので、本年も倍旧のご指導、ご協

力の程、本年もどうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７回定例理事会報告 
１）1月２月 3月プログラムの件       …承認 

2）合同例会の件                 …承認  

1/26(火)犬吠埼ホテル点鐘 18時 30分 

  懇親会はなし 

３）馬場新入会員カウンセラー・所属委員会の件 

…承認 所属：親睦活動委員会  

カウンセラー：宮内秀章会員に決定 

４）日本のロータリー100周年記念誌の件…承認  

 

幹事報告 
【週報拝受】 

佐原ＲＣ、佐原香取ＲＣ、鹿島臨海ＲＣ 

銚子東ＲＣ、旭ＲＣ 

【活動計画書拝受】佐原ＲＣ 

1. ＲＹＬＡセミナーアンケート至急 

2. 風の便り Vol.6 No5(通刊 75号) 

3. 地区関係負担金下期お振込みのお願い 

4. 「コーディネーターニュース」2021年 1月号 

5. 米山奨学生新年会の中止・オンライン開催の

ご案内 

6. ２１-２２年度補助金管理の説明会のご案内 

7. ＲＩ日本事務局年末年始休業および在宅勤務

のお知らせ 

8. 管理運営統括委員会より「三委員会合同セミ

ナー報告」 

9. FestiveYear委員会記念誌協力のお願い 

10. グループ再編成に関するご意見お伺い 

11. 規定審議会郵便投票結果のご報告 

12. MCRレポート配信 

13. バギオだより第 82号の送付 

14. 財団室 NEWS 2021年 1月号 

15. 2021年 1月のロータリーレート 

１ドル＝１０４円 

16. ＲＹＬＡセミナー中止のお知らせ 

17. 2021年 1月職業奉仕月間リソース 

…ガバナー事務所 

18. ハイライトよねやま２４９ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

19. 令和 3 年銚子市消防出初式規模縮小のお知ら

せ 

…銚子市消防本部 

【例会変更】 

佐原香取ＲＣ 

3月 27日(土)分区ＩＭ成田ＡＮＡクラウンホテル 

※コロナウイルス感染拡大防止の為、1.2.3月は月

2回開催 30分例会 

成田空港南ＲＣ 

1 月に予定していた例会は新型コロナウイルス感

染拡大予防の為全て休会となりました。 

佐原ＲＣ 

1月 7日 14日 21日(木)休会  

定款第 7条第 1節(ｄ)により取り消し 

28日(木) 

定款第 10条第 5節により全会員の出席を免除 

小見川ＲＣ 

1 月 13 日(水)27 日(水)休会 定款第 8 条第 1 節

（Ｃ）により新型コロナウイルス感染拡大予防の

為、食事お持ち帰り 18時半から 19時（30分間）

の例会とする 

八日市場ＲＣ 

1月 12 日(火)移動例会 見徳寺にて初詣 終了後、

柿岡屋にて新年会 

    

会員の記念日   

 

石毛 充会員 廣瀬 修一会員 

(1月 5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) 

創業記念日 寺内 忠正会員(12月 15日) 

新年第一例会 乾杯 伊藤浩一会員 
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ニコニコＢＯＸ  

✧大ニコニコ 松本恭一会員 

12月 19日ひとり息子が結婚

式をあげました。私も新郎の

父として役割を立派に果た

しました。 

 

 

 

✧大ニコニコ 髙瀬幸雄幹事 

年男最後の 12 月 20 日寒風

吹きすさぶ中、機械金属工

業会のコンペが開催されハ

ンディキャップに恵まれ優

勝しました！引き続き今年

も良いことが多い一年にな

りますように。 

 

 

✧伊藤浩一会員 

明けましておめでとうご

ざいます。年初の為、「公

安委員会」が休会になり

久し振りで例会に出席出

来ました。本年も宜しく

お願い致します。 

 

✧宮内清次会員 

卓話やります。よろしくお

願いします。 

 

 

 

 

✧多部田恵子親睦活動委員長 

明けましておめでとうござ

います。昨年は大変お世話に

なりありがとうございまし

た。楽しみにしていたクリス

マス家族親睦会もコロナで

叶う事が出来ませんでした

が、今年は、皆様が揃った親

睦会が出来る事を願っています。 

今年もどうぞ宜しくお願い致します。 

 

卓 話 

「年男の抱負」   宮内 清次会員 
皆さん、新

年あけまして

おめでとうご

ざいます。新

しい年が躍進

の年になりま

すよう、心か

らご祈念申し

上げます。 
昨年 11月、副島例会運営委員長さんから「宮内さ

ん来年は年男だから卓話を」と依頼されました。 

84 才の抱負を聞いても仕方ありませんので最近ロ

ータリーで感じていることを最初に話したいと思

います。 

昨年、永澤会員が災害と保険をテーマに卓話

をしてくれましたが、これまでにないインパク

トのあるプレゼンで素晴らしいと思いました。

また、副島会員がインターネットに関する卓話

をしてくれましたが、英語の頭文字を使った用

語についてわかりやすく説明してくれました。

さらに、山崎会員が生命保険に関する立派な卓

話をしてくれました。こうした皆さんは会社の

代表であるけれども、会社の商品を売ったりせ

ずに卓話をしてくれます。私がロータリーに入

っていて良かったと思う点です。 

10 月には米山記念奨学生カドカンナゲ・ラク

マーリ・カウシャラヤーさんの卓話がありまし

たが、15 分ぐらい時間が早く終わってしまいま

した。そのとき、淵岡 SAA がいろいろと質問を

してくれて、15 分間を埋めてくれました。和気

あいあいの中で例会を終えることができて、大

変素晴らしいことだと思いました。こうしたこ

とで、銚子ロータリークラブの品位を保ってい

くことが大切だと思いました。 

私は 1937年（昭和 12年）生まれの丑年です。

最初の年男は 1949年（昭和 24年）、船木小学校

に通っていましたが、船木小は男女合わせて 650

人ほどいました。自習になることがあったので

すが、そのときに山に遊びに行ってしまって、夕

方まで戻ってこないようなことがありました。

戻ってきてもすぐに家に帰らなければならない

時間で、先生も長く怒っていられないからです。

とても楽しい時代でした。 

次は 1961年（昭和 36年）で私が 24歳のとき

ですが、波乱の年でした。家族が全滅になるかと

思うような出来事がありました。いとこの結婚

式でいただいた折り詰めを持って帰ってきて家

族全員で食べたのですが、それで家族全員がサ
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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 

3 日 石毛 充会員 卓話 

10日 東日本電信電話㈱ 

取締役千葉事業部長兼千葉支店長  

境 麻千子様(千葉 RC) 

 17日 銚子市企画財政課 洋上風力推進室長 

      信太 孝之様 

 24日 調整中 

３月 水と衛生月間 

３ 日 馬場 千誉新入会員 

 10日 千葉県議会 議員 林 もとひと様 

 17日 泉  英伸会員 卓話 

 24日 創立記念例会 松本 恭一会員 卓話 

31日 ㈱ＮＴＴファシリティーズ 

東関東支店 副支店長 佐々木 誠様 

※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、 

変更となる場合もございます。 

ルモネラ食中毒になったのです。刺すような腹

痛があり、10 分おきにトイレに駆け込むような

状態でしたが、クロロマイシンを打ってなんと

か助かりました。 

続いて 1973年（昭和 48年）、この年は牛乳の

生産量を増やすために乳牛を増やすという政府

の要請がありました。銀行からお金を借りるこ

とにしたのですが、担保がなくて 680 万円しか

借りられませんでした。でもこれがかえってよ

かったのです。1200～1300 万円借りた酪農家の

中には、その後返せなくて廃業に追い込まれる

方もいたのです。 

続いて 1985年（昭和 60年）、ロータリーに入

会して２年目の年です。つくば万博があった年

ですが、万博会場にロータリーの例会場があっ

て、いくつかのクラブと合同例会をしました。こ

の合同例会の前に、親睦委員が下見に行ったの

ですが、銚子ロータリークラブにはそういった

慎重さがあります。ロータリーでシルクドソレ

イユを観に行ったことがありましたが、このと

きも松本会員が下見に行っていて、その慎重さ

が引き継がれていると思いました。 

続いて 1997 年（平成 9 年）、この年は還暦で

す。当時の会長は伊藤浩一会員でしたが、伊藤会

長から還暦だからということで新年の乾杯を頼

まれました。乾杯をするのにふさわしい先輩方

がたくさんいらっしゃってさすがに躊躇しまし

たが、やらないわけにはいかないと引き受けた

ことを今でも覚えています。 

続いて 2009年（平成 21年）、この年は翌年の

地区大会の準備の年でした。私はゴルフ大会の

実行委員長を務めましたが、皆さんが記憶して

いるのは、当日雷が鳴ってハーフで終了したこ

とだろうと思います。しかしながら、大喝采を浴

びたことがあります。それは銚子のゴルフ場を

名門にしたいという思いから、必ず銚子のゴル

フ場で開催すると決めたこと、またクラブハウ

スの奥に 100 人宿泊できる場所があって、そこ

を無料開放したことは皆さんから喜ばれました。

ガバナーも前日から来られて VIP 扱いを受けた

ので、大変気持ち良かったのではないかと思い

ます。 

そして今年、コロナ禍の中にあって、田中会長、

高瀬幹事、各委員会の皆さんが意見を出し合い

ながら進めていて、銚子ロータリークラブの誇

りというものを感じます。私も 84歳になります

が、皆さんの助けを借りて、少しでも長くロータ

リアンを続けていきたいと思います。本日は、ご

清聴ありがとうございました。 

委員会報告 高橋宏資クラブ研修情報委員長 

ロータリーの友 1月号の読みどころを紹介 

【出席報告】  

会員総数３７名 出席計算３３名  

出席２８名 欠席５名 出席率  ８４．８５％ 

欠席者： 木曽君・村田君・佐藤君 

鈴木君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】  

12/20奉仕セミナーＺｏｏｍ 宮内(龍)君 

【ニコニコ】 

 

 

 
 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 35,000 計 ￥371,500 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 26,333 

米山 BOX ￥  3,800 計 ￥ 29,191 

希望の風 ￥ 27,000 計 ￥164,170 

次週（１月２０日）プログラム 

「月間に因んで」 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁当：辰巳家（にぎり） 

 

 


