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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 

「猿田神社の絵馬」  猿田 正城会員 

 

前回例会報告（４月７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、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 4月 6日午前 11時より、例会場にて、正

副会長幹事会が開催され、当クラブから石毛充

次年度会長、須永清彦次年度幹事と私が出席致

しました。その中で、昨年 8 月より延期になっ

ておりました合同スポーツ大会が正式に中止と

なりました。大変残念ですが、コロナ禍というこ

とで、ご了承頂けたらと思います。 

 また、同日午後 3 時より令和 3 年春の全国交

通安全運動「出発式」及び、「交通安全キャンペ

ーン」が銚子市役所市民プラザにて行われまし

た。コロナ禍で各団体 2 名という制限の中、櫻

井公恵社会奉仕委員長と私で出席して参りまし

た。昨日は先週とは打って変わって、寒空に強風

の中、櫻井社会奉仕委員長が飛ばされないかと

心配しながらの参列でしたが、無事出発式を終

え、ほっと致しました。 

さて、今月は「母子と健康月間」です。RI 理

事会は 2014年 10月、4月の重点分野を「母子の

健康月間」としました。主に 5 歳未満の幼児の

死亡率と罹患率の削減、妊婦の死亡率と罹患率

の削減、より多くの母子に対する基本的な医療

サービスの提供、保健従事者を対象とした研修、

保健ケアの提供、母子の健康に関連した仕事に

従事することを目指す、専門職業人のための奨

学金の支援を強調する月間です。 

毎年、5歳未満で命を落とす子どもは、世界で

推定 590 万人と言われています。その原因は、

栄養失調、適切な医療や衛生設備の欠如など、ど

れも予防が可能なものばかりです。2017年には、

世界で生後 1 カ月間に亡くなった新生児の数は

250万人にのぼりました。サハラ以南のアフリカ、

あるいは南アジアに生まれた子どもが生後 1 カ

月間に命を落とす確率は、高所得国に生まれた

子どもの約 9倍となっています。また、世界 5歳

未満で亡くなる子どもの半数がサハラ以南のア

フリカ地域に集中しており、さらに 30％が南ア
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ジア地域で起きています。サハラ以南のアフリ

カ地域では、子ども 13人に 1人が 5歳の誕生日

を迎える前に命を落としますが、高所得国では

その割合は 185 人に 1 人の割合と大きな差があ

ります。 

それに対し、ロータリーは、教育、予防接種、

出産キット、移動クリニックなど、ありとあらゆ

る方法で母子の健康を推進しています。また、女

性を対象に、HIV母子感染の予防、母乳による授

乳、病気の予防に関する教育等も行っています。

例えば、西半球で母子の死亡率が最も高い国、ハ

イチ。この国で、医療ボランティアと助産師が僻

地に住む母と子どもに医療ケアを提供できるよ

う、出産前ケアの移動クリニックとして、医療機

器を搭載したジープを寄贈したり、インドにお

ける可動式がん検診支援として、可動式の癌検

診機器一式を提供したり、認識向上を目的とし

た研修を実施したりしています。他にも予防可

能な原因で母と子どもが命を落とすことなどあ

ってはならないと考え、すべての母子が質の高

い医療を受けられるよう、そして、出産で命を落

とす母親がいなくなり、子どもがすくすくと成

長できるようにと、いろいろな支援活動を行っ

ています。 

人口と開発のロータリアン行動グループ共同

創設者であるロバート・ジンサーさんは「母親が

強く、健康であれば、その家族も強くて健康にな

り、貧困と飢餓も和らぎます」と述べておりま

す。よく「女は弱し、されど母は強し」と言いま

すが、その言葉は万国共通で、母の強さは家族を

健康にし、貧困と飢餓を和らげることができる

ということを改めて認識致しました。 

恵まれた日本に住む私たちにできることは何

か、考える機会になればと思います。 

第 10回定例理事会報告 
１）４月５月６月プログラムの件    …承認  

4/28完全オンライン例会実施 出席 100%とする 

２）次年度クラブ協議会・新旧クラブ協議会の件  

…承認 次年度ク協 5/19例会終了後、開催 

新旧ク協  6/16昼の例会とし、 

例会(卓話なし)終了後、13時～開催 

３）親睦旅行の件     …承認 中止とする 

４）２０２１年決議審議会決議案提出の件…承認   

５）地域環境保全委員長後任選出の件    …承認 

宮内清次会員にお願いする 

６）ﾛｰﾀﾘｰ希望の風奨学金 10周年のあゆみの件 

…承認 50冊購入 

７）熊澤直紀新入候補者の件      …承認 

８）社会奉仕委員会 植樹看板等の件   …承認 

幹事報告 【週報拝受】銚子東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データサービス部 

2. 4月のロータリーレート １ドル＝110円 

3. 母子の健康月間リソース 

4. 千葉東RC事務局移転とメールアドレス変更の

お知らせ 

…ガバナー事務所 

5. 親睦会のご案内 

…国際ロータリー第 2790地区女性交流会 

6. 一般社団法人OceanLifeCommunity14設立ご挨拶 

…銚子海洋研究所 

7. 理事長退任のご挨拶・新理事長就任のご挨拶 

…銚子商工信用組合 

【例会変更】 

成田空港南ＲＣ 

4月 15日(木)休会 

  29日(木)祝日につき休会 

 

 

 

 

 

会員の記念日   

 

 

 

 

 

 

 

常世田祐一会員   淵岡 彰介会員 

(4月 7日)     (4月 2日) 

宮内 秀章会員(4月 2日） 

村田  等会員(4月 7日) 

入会記念日 桜井 広和会員(4月 5日) 

      寺内 忠正会員(4月 5日) 

      木曽  功会員(4月 6日) 

創業記念日 木曽  功会員(4月 1日) 

      吉原 祐真会員(4月 1日) 

村田  等会員(4月 7日) 

ニコニコＢＯＸ なし 
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卓  話 

「昨今の身近な包装業界」  寺内 忠正会員 

本日は、身近な包装と題しまして、私どもの仕

事上で気づいたことなどお話したいと思います。

初めに今一度どのような仕事かをご紹介いたし

ます。トーア産業株式会社はお客様、商社さんな

のですが、商社さんが、主に輸入した商品、冷凍

の果実、野菜なのですが、選別できれいにして、

売りやすいように包装して、商社さんにお返し

します。商社さんから外食のチェーン店、ＣＳ、

SM、ＴＶ通販などを通して皆さんのご家庭に行

きます。 

現在、仕様などの種類で分けると 320 品種中、

２月までの取り扱い品種で言うと 178 品種あり

ます。工程は機械が重量を量り、機械が包装する

機械工程、人が重量を量り、人が包装する手詰め

工程の２工程になります。一部ですが、選別がど

のようにされているのか見て頂きます。トーア

産業の選別は人の目で行います。最近はカラー

ソーターなど良

い機械もありま

すが、機械も人も

限界があります。

現在までお客さ

んとのお付き合

いのなどで、やはり最後は人の目だなと感じる

事が多く、人の目にトーア産業の価値があると

思います。 

では最近の包装ですが、弊社でお仕事させてい

ただいている、ラズベリー500ｇです。袋詰めだ

けではラズベリーが潰れてしまいますので、プ

ラスチックのトレーに入れて、袋に入れてあり

ます。袋に入れてある理由なのですが、２つあり

ます。１，混入防止。２，トレーの破損防止です。

混入防止はスーパーなどで異物を入れられない

ように、入れられた時に痕跡が残るようにです。

破損防止は、冷凍対応のものではないからです。

冷凍対応のものはあります。ですが、お客さんの

要望する中身が見えることと値段の問題で現在

のトレーになってます。冷凍対応のものは良く

家庭で使うようなタッパの半透明のもので、ワ

ンウエイで使用するには高価になってしまいま

す。しかし予想通り冷凍したらトレーは搬送中

に壊れました。当時お客さんと考えたのは、中に

空気をある程度入れてクッションにすることで

した。12～3 年前でしょうか？普通空気を入れ

る事なんてしません。クレームになるからです。

よくあるのが“古くてガスが出て膨らんでいる

のではないか”です。一昔前は空気・ガスが抜け

るようにわざわざ穴が開いていた商品もあった

くらいです。今穴が開いていたら注射器で何か

入れられたんじゃないか？とひと騒ぎになるく

らいです。膨らんでいるので売り場の方で並べ

るのが大変だということもありましたが、空気

を入れる量を調整ことによって、トレーの破損

は激減しました。ここ２～３年でしょうか？CS

で見かけました。今では見慣れていますが、昔は

そうじゃなかったものです。シュークリームな

どお菓子製品の包装が空気でパンパンなんです。

直接聞いたわけではありませんが理由は中身を

守ると言う事だと思います。あの時、特許的なし

ておけば良かったと思いました。 

トレー品でもう一つ。通常トレーは、商品を入

れる“身“と”蓋“に分かれてるのですが、よく

出来ていて重ねた時に標品がずれないように形

状に工夫があります。今回なるほどと思ったの

は１～２年前に発見したのは身と蓋を逆にして

商品をきれいに見せるという商品でした。まさ

に逆転の発想素晴らしいなと思いました。この

ような工夫は包装フィルムの素材などでも色々

と工夫がされてます。今回目に見える形の物を

ご紹介しましたが、色々なアイデアが隠れてい

ます。たまに目を向けて頂ければと思います。 

 

４月分米山奨学金交付 
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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 

４月号読みどころ

紹介 

 

 

 

副島賢治例会運営委員長 

２８日例会は、オン

ライン会議ツール「

Zoom」を活用し

た「オンラインでの

参加」形式で行い

ますので宜しくお

願い致します。 

【出席報告】  

会員総数３６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・宮内(秀)君・村田君 

大岩君・多部田君・吉原君 

鈴木君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】   

4/9 薄暮時街頭監視(８名参加) 

馬場君・石毛君・金島君・宮内(秀)君 

宮内(清)君・大岩君・大里君・田中君 

 

4/10米山オリエンテーション 大里君 

【ニコニコ】 

     

 

例会プログラム 

４月 母子の健康月間 

  2８日 オンラインＺｏｏｍ例会 

「昨今の小学校事情  

－息子の入学式に出席して－」  

副島賢治会員 

 

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 

※例会終了後、次年度クラブ協議会開催 

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) 

６月 親睦活動月間 

2日 会員卓話予定 

 9日 調整中 

16日 お昼の例会 

(卓話なし)終了後、新旧クラブ協議会 

23日 会員卓話予定 

30日 会長・幹事退任挨拶 

  

コブシが咲き始めました。 

 

 

 

3 年越しでコブシが 

5 輪咲きました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤の花 あと 10 日程で見頃？でしょうか。 

ニコニコ BOX ￥ 6,000 計 ￥507,500 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 42,543 

米山 BOX ￥ 2,200 計 ￥ 42,751 

希望の風 ￥24,000 計 ￥237,170 

次週（４月２１日）プログラム 

ＤVD鑑賞  

「水漫々の・・・米山梅吉その生涯」   

お弁当：京華苑（中華) 

 

 

 

４月８日撮影：金島 弘会報委員長 


