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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 

「成田国際空港を活用したインバウンドと  

外国人人材の活用」 
千葉県議会議員 林 もとひと様 

 

前回例会報告（３月３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。後程ショハーン君の近

況報告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。 

 昨日、第 8 回第 8 グ

ループ会長幹事会がオ

ンラインで開催されま

した。初めての WEB 会

議ではなかったのです

が、まだまだ不慣れな

私は、1時間を超える会

議中、どこを見れば、どのように映っているのか

わからないため、少しの隙も見せず、じっとカメ

ラを見つめていたところ、終了と同時にどっと

疲れが出てしまいました。「習うより、慣れろ。」

せっかく覚えたオンライン例会ですので、発信

する側として、試行錯誤しながらではあります

が、定期的にハイブリット例会を開催できたら

と思っています。 

 さて、今月は「水と衛生月間」です。日本に住

んでいる私たちにとって、水は蛇口を捻れば簡

単に出てくるものであり、近年水の成分にまで

こだわり、わざわざ水を買って飲む人も増えて

います。しかし、日本でも終戦直後、1960 年代

前半は、田舎はもちろん東京近郊でも水汲みの

習慣があり、朝起きて水を汲んでかまどで火を

たくのは、もっぱら主婦の仕事でした。水汲みは

とてつもない重労働であり、多くの開発途上国

では水汲みは子供や女性の仕事とされています。

水が不足した社会では、子供や女性は水汲みの

ために他の活動に関わる機会が奪われてしまい、

現在も、水を汲んで自宅に運ぶというそれだけ

のために一日に何時間も費やしている人々が世

界には大勢います。安全な水の確保というのは、

単純に「命」の問題だけを解決するだけではな

く、水へのアクセスが改善した地域では、子供た

ちの就学率が改善されたり、女性の社会進出が

促進されたりします。 

 水支援の効果を示すエピソードのひとつ、あ

るイスラム圏の村で井戸の掘削事業を行ったと

きのことです。日本のスタッフが最初に村を訪

れた時、女性たちは恥ずかしがって出てきませ

んでした。しかし、井戸が整備された後にもう一

度訪問した時には、女性たちがうれしそうにみ

んなの前に出てきたそうです。理由を聞いたと

ころ、井戸ができるまでは、水不足のため服を洗

う余裕などなかったため、汚れた服のままでは

恥ずかしくて、人前に出ることができなかった

が、井戸が整備され、服が洗えるようになったの
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で、「もう姿を見せても恥ずかしくないんです。」

と彼女たちは話したそうです。また、東京大学の

沖大幹教授は、「水は生命を維持するための飲料

というだけではなく、人としての尊厳にもかか

わってくる存在です。健康で文化的な最低限の

生活、日本国憲法で謳われている基本的人権の

確保にとって水は必要不可欠だ、ということだ

と思います。」と、述べています。 

水と教育と女性の社会進出、一見無関係のよ

うですが、水の安定供給に対する投資は、就学

率、就労率の向上のほか、農業の改善にも役立ち

ます。「安全な水と衛生設備の利用は、すべての

人がもつべき権利。」として、ロータリーは安全

な水と衛生設備をすべての人が利用できるよう、

2030 年を目標年度に掲げています。水は循環資

源で、誰のものでもなくみんなのものなのであ

ること、そして、世界一と言われている日本の水

道水のおかげである、この恵まれた環境に感謝

したいと思います 

第 9回定例理事会報告 

１）３月４月５月プログラムの件    …承認 

２）クラブ協議会の件         …承認  

３）親睦旅行の件         …継続審議 

４）クラブ・個人表彰等候補推薦の件  …承認 

５）2021年決議審議会決議案の件  …継続審議 

６）社会（職業）奉仕委員会 ポスター作成の件 

…継続審議 

幹事報告 
【週報拝受】銚子東ＲＣ 

1. ＲＬＩパートⅠ再延期のご案内 

2. 国際ロータリー日本事務局「在宅勤務（3/31迄）

延長」のお知らせ 

3. 財団室 NEWS 2021年 3月号 

4. バギオだより第 83号 

5. 2021年 3月水と衛生月間リソース 

6. 1月分 MCRレポート 

7. 2021年 3月ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ １ドル＝106円 

8. ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金事業の WF（国際財団活動資金）

からの上乗せ補助率の変更のお知らせ 

…ガバナー事務所 

9. 親善ゴルフ大会のご案内 

…第 8Ｇガバナー補佐 

10. 次年度雑誌委員長へ友誌送付について 

11. 3月の友事務所運営は、2月中と同様の対策を

継続 

…一般社団法人ロータリーの友事務所 

12. 理事会追加議案について 

…千葉科学大学おうえん協議会 

13. うみなり第 61号 …銚子地区保護司会 
 

【例会変更】 

小見川RC 

3月3日(水)17日(水) 31日(水)休会 

（定款第8 条第1 節（c）により） 

※緊急事態宣言が３月７日で解除されなければ、

変更もございます。 

八日市場RC 

3月2日(火)休会 定款による 

旭ＲＣ 

3月の例会は12：30～13：00（弁当持ち帰り） 

 

 

【3月10日・17日例会時間短縮のお知らせ】 

3月 10日・17日

例会は、時間短

縮、食事は持ち

帰りとさせてい

ただきます。ご

理解の程宜しく

お願い致します。 

 
【クラブ協議会事前アンケートのお願い】 

締め切りは 3/17(水)です。 

 

会員の記念日   
創業記念日 山崎 芳樹会員(3月 1日) 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧大ニコニコ 伊藤 浩一会員 

孫娘が東大の推薦入試で理

科Ⅰ類に合格しました。私

の喜寿の最高のプレゼント

になりました。 

 

 

 

 

✧馬場 千誉会員 

本日卓話いたします。卓話

最後にご報告もありますの

でよろしくお願いします。 
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新入会員卓話    馬場 千誉会員 

皆さんこんにちは。１月１３日に入会をさせて

いただきました馬場千誉と申します。まず改めて

自己紹介をさせていただき、その後、明治安田生

命の取り組みについてお話をさせ頂けたらと思い

ます。（自己紹介割愛） 

ここからは、明治安田生命での取り組みについ

て、お話いたします。メインの仕事はご存じ保険業

ですので、お客様に病気やけがのリスクの話・保険

の情報提供をし、気に入っていただいたお客様に

ご契約をいただき、病気・ケガでの入院通院時に給

付金、万が一の際に保険金をお支払いすることに

なります。その活動のほかに２年前より力を入れ

ていることが二つあります。本日皆様お配りして

いる資料の表紙にある、「みんなの健活プロジェク

ト」「地元の元気プロジェクト」です。 

中面を見ていただければ、大まかなことは書いて

ありますので、お手すきの時にご覧いただければ

と思いますが、まず「みんなの健活プロジェクト」

についてご説明させていただきます。皆様「健活」

という言葉を聞いたことはありますでしょうか？

松岡修造さんと広瀬アリスさんが爽やかにＣＭを

してくれていますが、「健康を、いっしょに育てよ

う」という、健康増進活動の略語でございます。 

弊社としては、毎日８５００歩以上歩こうと会社

を上げて推進しています。携帯の万歩計で毎日測

定され、成績として残ります。そのため、私自身も

仕事が終わってから毎日１時間散歩するようにし

ています。もちろん成績のためではなく健康のた

めです！８５００歩というと銚子大橋を往復半す

るぐらいです。当営業所の７０歳以上のアドバイ

ザー（外交員）も頑張って歩いています。 

また、健康診断受診率は１００％。それだけではな

く、要再検査・精密検査判定後の受診率も成田支社

では９８％と病気の早期発見にも努めています。

また、全国的にはお客様向けにヨガイベントを開

催。銚子営業所でもイオンに女性向けフィットネ

スのカーブスがオープンした際に、すぐコラボ。営

業所の３階でお客さまを集客し、職員お客さまみ

んなで簡単エクササイズをしました。 

また商品についても、医療保険に健康診断提出で

キャッシュバックという特約を付加し、年１度の

提出をお願いします。そうすることにより、今まで

健康診断を受けていなかった方も毎年キャッシュ

バックを受けるために健康診断を受けてくれるこ

と、病気の早期発見を目的としています。実際に効

果がどれくらいかというデータはないですが、銚

子のお客様だけでも、ずっと受けていないが、受け

ようかなと実際に受けに行ってくれた方もいるの

で、すくなからず効果はあるのかなという印象で

す。少し話は変わりますが、皆さん生命保険に加入

していると年末調整・確定申告で税金が還って来

るかご存じでしょうか？理由は本来国が補償すべ

き医療費や介護・老後のことが、国では保障しきれ

ないので、個々人自助努力で備えているからです。

保険会社はそう言った国の補助的役割も担ってお

ります。超福祉国家デンマークでは消費税は日本

の１０％に対し２５％、所得税は日本の平均が１

０％以下ですが、デンマークでは平均３５％～４

８％と、税金は高いですが、医療費・介護費用が無

料です。また老齢基礎年金も日本の６５０００円

に対し、約２０万だそうです。つきましては医療保

険に加入している人もほとんどいない。また老後

に向け改めて貯める必要もないということになり

ます。しかし少子高齢化の日本ではそこまでカバ

ーはできませんので、これからも自助努力は必要

になって参ります。 

では、「健康診断の毎年の提出」については？と申

しますと、定期的な健康診断を受けていただくこ

とで、お客様は病気の早期発見が出来、治療も軽く

できます。もちろんお客様にとっても良いですし、

国に対しても治療が軽く済むということは、医療

費も軽減するので国の財源圧縮にもつながってき

ます。これからも、社会的使命感を持ち、様々な健

活の取り組みが出来たらなと思っております。 

続きまして、「地元の元気プロジェクト」につい

てです。読んで字の如く、まちをみんなで盛り上げ

よう！地元のために何かしようという取り組みで

す。明治安田生命としては、Ｊリーグとタイトルパ

ートナー契約を結んでおりますので、営業所のあ

る地域のサッカーチームを応援すべく、全員でサ

ッカー応援に行ったり、プロサッカー選手を夢見

る子供向けに教室も開催しております。また足長

育英会への寄付を目的としたチャリティーウォー

クも年一度開催しております。本日いらっしゃる

東京海上の永澤さんにもご参加いただいておりま

す。 

また、営業所単位では、月１度の清掃活動や福祉施

設へのタオル寄付、ヘアドネーション、ペットポト

ルキャップ収集活動、フードバンク、銚子よさこい

のお手伝いも毎年やっております。昨年は銚子電

鉄がよくテレビで出ていたので、何かできないか



−4− 

例会プログラム 

３月 水と衛生月間 

 24日 創立記念例会  

      例会終了後、クラブ協議会開催予定 

31日 公益財団法人日本公衆電話会 

     関東統括支部 事務局長 菅谷 敏夫様 

４月 母子の健康月間 

７ 日 寺内 忠正会員 卓話 

1４日 お花見移動例会は中止 

     猿田 正城会員 卓話 

 ２１日 千葉科学大学 副学長 薬学部教授 

      増澤 俊幸様 

 2８日 ㈱ＮＴＴファシリティーズ 

東関東支店 副支店長 佐々木 誠様 

５月 青少年奉仕月間 

 5日  定款第 7条第 1節(ｄ)により休会 

12日  松本 恭一会員 卓話 

19日  「産業用水中ドローンの活用例」 

 ㈱FullDepth 代表取締役 古賀 智司様 

26日  「月間に因んで」 

 地区 RAC小委員会 委員長 原田 宗広様 

(千葉若潮 RC) 

※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。 

とお伺いしたところ「各駅の清掃を」と依頼を受け

ました。ただ清掃でもよかったのですが、少しでも

貢献できればと、アドバイザー約３０名で１日乗

り放題の「弧廻手形」を１０００円で購入し、各駅

で数名ずつ下車し、清掃活動を行いました。 

またコロナ関係ですと、マスク不足の際、いち早く

１万枚注文し、お客様へ配布。銚子市役所へも計２

回約８０万を寄付しております。最近では、銚子市

との包括連携協定を交渉中。基本は銚子市の推進

していることを一緒にお手伝いをするというもの

です。先日、約１年越しの交渉の末、「子供・高齢

者の見守り活動を」ということでお話を承ってお

ります。千葉県はもとより、成田・旭・佐倉・いす

み・袖ヶ浦・八千代・舘山・市原・等現在７８自治

体と協定を結ばせていただいておりますので他の

自治体に負けないよう、今後は「市の検診のご案

内」や「健康セミナー」の集客活動等一緒に様々な

ことが出来ればなと思っております。 

ロータリークラブでも地元のために様々な活動

をしていると思います。相通じる所があると思い

ますので、出来る限り参加したいと思います。 

以上弊社での取り組みについて２点お話させてい

ただきました。 

最後に、ご報告だけさせてください。 

先月２月１０日に誕生日を迎えましたが、３０歳

の節目、また図らずも令和３年２月１０日で３２

１０の連番ラッキーデイでしたので、入籍いたし

ました。入会時は独身でしたが、今は妻帯者として

３０歳飛躍の年にしたいと思っております。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

ご報告を持ちまして卓話と代えさせていただきま

す。ご清聴ありがとうございました。 

 

委員会報告   ３月分米山奨学金交付 

  

 

【出席報告】  

会員総数３８名 出席計算３５名  

出席２４名 欠席１１名  

出席率 ６８．５７％ 

欠席者：廣瀬君・村田君・永澤君・佐藤君 

島田君・信太君・副島君・寺内君 

鈴木君・吉原君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】 

3/2銚子東ＲＣ 島田君 

【ニコニコ】 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 13,000 計 ￥438,500 

スモールコイン ￥  2,400 計 ￥ 36,043 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 35,651 

希望の風 ￥ 25,000 計 ￥213,170 

次週（３月１７日）プログラム 

「 民法改正など 」 泉 英伸会員 

お弁当：山水 (にぎり) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁当：辰巳家（にぎり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

髙橋情報委員長による 

ロータリーの友 3 月号 

読みどころ紹介 

 


