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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 

「昨今の身近な包装業界」 寺内 忠正会員 

 

前回例会報告（３月３１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： 

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（卓話） 

会長挨拶 

本日は、公益財団法人 日本公衆電話会 関東

統括支部 事務局長 菅谷敏夫様にお越し頂いて

おります。コロナ禍の中、遠方よりありがとうご

ざいます。菅谷様には後程卓話をお願いしてお

りますので、どうぞよろしくお願い致します。 

 3月27日（土）動画配信による会長エレクトセ

ミナーが行われました。当クラブからは石毛充

会長エレクトが参加致しました。石毛充会長エ

レクト、お疲れ様でした。昨年度の第一回会長エ

レクトセミナーは2月に行われ、緊張感の中、い

くつかのグループに分かれてディスカッション

をしたのを思い出します。あれから早一年。月日

の経つのは本当に早いものです。今年度も残す

ところあと四分の一、今一度初心を忘れず、任を

全うしたいと思います。 

 さて、皆さんは浪曲を聞いたことがあります

か？ 

今から遡ること35年前、当時学生だった私は

何とか英語を習得しようと勉強していたところ、

父から「母国語以上の英語にはならないから、ま

ずは日本語を勉強した方がいい。」と言われ、素

直な私は父の言うとおりに落語や浪曲を聞き始

めました。初めは「落語や浪曲なんておじいさん

の聞くものだ。」と思っていましたが、当時カセ
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ットテープで何度も聞くうちに、絶妙な間の取

り方、軽妙な語り口に大変興味を持ちました。「

せっかく東京にいるのだから。」ということで、

浅草にある木馬亭に一人で浪曲を聞きに行った

こともありました。行ってみると年配の方ばか

りで、若者と言ったら私だけ。不慣れな場所で、

どんな顔をして聞いたらいいのか、そんな余計

なことを考えていると、早速浪曲が始まりまし

た。カセットテープでしか聞いたことがなかっ

た私は、そんなに広くない客席での、初めての浪

曲に引き込まれ、あっという間に魅了されまし

た。 

ちなみに、私の好きな演目は、「旅行けば、駿

河の道に茶の香り～。」「飲みねぇ、飲みねぇ、

寿司食いねぇ。江戸っ子だってねぇ。神田の生ま

れよ。」でお馴染みの「清水次郎長伝」の中の「

石松三十石船道中」です。森の石松と船に乗り合

わせた江戸っ子とのやり取りは何度聞いても面

白いお話です。その中には、「口は禍の元、舌は

禍の根ってことを知らねぇか。」とか、「物事出

世をするのには、話し相手、番頭役が肝心さ。」

など、日常生活において、勉強になるフレーズが

たくさんあります。 

 浪曲は浪花節とも言い、江戸時代に始まった

日本の伝統芸能の一つです。三味線の音色に合

わせながら、演者が歌ったり、語ったりする語り

芸に分類される伝統芸能です。戦前までは落語

や講談とともに演芸の主流を成しますが、その

後は人気が下火になり、そのため、なかなか見る

機会が少なくなってしまいました。 

 しかし、浪花節は今でも一見の価値のある伝

統芸能です。浪花節が語る物語には義理人情あ

ふれる古き良き日本社会が映し出され、温かい

気持ちになれること間違いなしです。 

という訳で、日本人として、たまには伝統芸能

に触れてみるのもよいかと思います。 

 「丁度時間となりました。チョト一息願いまし

て、またのご縁とお預かり。」 

幹事報告 【週報拝受】旭ＲＣ 

1. 2021‐22 年度のクラブ情報と役員の報告・確

認について 

…ＲＩ 

2. 会長ｴﾚｸﾄ研修ｾﾐﾅｰ資料発送のお知らせ 

3. 会長ｴﾚｸﾄ研修ｾﾐﾅｰ動画配信のご案内 

…ガバナーエレクト事務所 

4. 財団室 NEWS 2021年 4月号 

5. ２月分の MCRレポート 

6. 地区ローターアクト年次大会のご案内 

7. 国際ﾛｰﾀﾘｰ日本事務局「在宅勤務延長」のお知

らせ 

…ガバナー事務所 

8. 館報 2021春号 vol.37 賛助会入会のお願い 

…公益財団法人米山梅吉記念館 

9. ＣＩＭＡニュース 

…銚子市国際交流協会 

【例会変更】 

旭ＲＣ 

4月 23日(金)夜間例会点鐘 18時 30分 

  30日(金)定款第 7条第 1節 例会(ｄ)により 

休会 

会員の記念日   

結婚記念日 髙瀬 幸雄会員(3月 29日) 

入会記念日 須永 清彦会員(3月 28日) 

創業記念日 櫻井 公恵会員(3月 30日) 

大里 忠弘会員(3月 31日) 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧ 大ニコニコ 宮内 龍雄会員 

本日、令和 3年 3月 31日をもって、40年間勤

めました会社を定年退職致します。（ｵﾊﾗｲﾊﾞｺ） 

本日より LTO（ろくでもない

ただのおやじ）になります。

ちなみに本日のお祝いは、

孫たちとカッパ寿司です。 
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✧宮内 清次会員 

だいぶ暖かくなり年寄り日和となりました。 

 

杉山俊明会員より 

皆様へ感謝の気持ちとして…。 

お預かりしました。 

卓  話 

「災害時に役立つ公衆電話」 

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 

○日本公衆電話会の概要                   

昭和２６年、鹿児島で任意団体として発足し全

国展開され、昭和４７年に財団法人化、平成２４

年に公益財団へ移行しました。公衆電話受託者

の会ですが、電電公社・ＮＴＴの外郭団体とし

て、公衆ＢＯＸや街中の清掃等を主に行ってお

りましたが、公益財団移行後は「地域の安全安心

に関する情報提供」を定款に定めて運営してお

ります。 

具体的には、小学生向け「こども手帳」・中学生

向け「ネット安全ガイドブック」を学校等へ贈呈

するとともに、災害時の安否確認方法として「災

害用伝言ダイ

ヤル１７１」の

周知を行って

おります。 

 

○公衆電話の強み 

大きな災害が発生した場合、通信会社各社の回

線は機械の防衛上制御され不通状態がおこりま

す。しかし、１１０番・１１９番・１１８番など

には人命上規制がかかりません。公衆電話回線

はこれに準用区分されており、つながり易くな

ります。また、停電時にもＮＴＴから電源供給さ

れ、利用可能となります。 

○伝言ダイヤル「１７１」 

災害発生時、まずはご自身の安全確保、その後は 

家族や従業員等の安否確認が大事となります。 

しかし、通信回線は規制によりかかり難くなり

ますので、不安は増幅します。 

大きな災害発生後、通信各社は音声による伝言

や文字・映像による伝言板など、利用開始の告知

をテレビやラジオで行います。 

「１７１」の場合は、被災地の電話番号（携帯も） 

に対して、留守電のように録音して、心配した方 

がその内容を聞いて安心できるもの。 

時間の経過によって、伝言内容や必要な物が変

化してまいります。その都度、追加して録音可

能。あくまでも、通信可能な電話が必須です。避

難所が開設されれば、「災害時用公衆電話」や「衛

星携帯電話」が利用できますし、街中の公衆電話

も利用できますので、少なくなった公衆電話で

すが職場や学校の近くなど行動範囲で、どこに

あるかを確認しておくことが、非常に大切です。 

過去の災害で、新潟沖・中越地震では３４万件の 

利用でしたが、東日本大震災では６００万件に
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も及んだようです。 

○公衆電話の使い方 

携帯スマホを利用されてる方は、過去５年間利

用したことが無い方や、小学生に至っては、使い

方も知らない子供達（７７％）が多く、親御さん

には、是非、子供達に利用体験をさせていただき

たいと、節に願うばかりです。 

東日本大震災時には、東日本全県が無料開放と

なりました。 

 

【出席報告】  

会員総数３８名 出席計算３６名  

出  席２６名 欠  席１０名  

出席率 ７２．２２％ 

欠席者： 廣瀬君・馬場君・木曽君・村田君 

松本君・永澤君・須永君・山崎君 

鈴木君・高橋宏明君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｍ Ｕ】   

4/6銚子東ＲＣ 石毛君・金島君（卓話） 

4/6両ＲＣ会長幹事会 石毛君・須永君・田中君 

4/6交通安全出発式  櫻井(公)君・田中君 

【ニコニコ】 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥28,000 計 ￥501,500 

スモールコイン ￥ 3,300 計 ￥ 42,543 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 40,551 

希望の風 ￥ ― 計 ￥213,170 

次週（４月１４日）プログラム 

「猿田神社の絵馬」  猿田 正城会員 

 

お弁当：桔梗屋（幕の内) 

 

 

 

 

 

 

 

 


