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今週のプログラム 

オンライン例会 

ＤＶＤ鑑賞 

「だれでもわかるロータリーの理念」  

 

前回オンライン例会報告（８月１８日） 

オンライン形式 

開会点鐘(12:30） 石毛 充会長 

ロータリーソング：我等の生業 

ビジターなし 

会長挨拶 

皆さんこんにちは。本日は、緊急事態宣言中の

ため会員皆さんの感染予防対策として web 例会

での開催とさせて頂きました。今は 8 割近くが

感染力の強いデルタ株に変わったとの事です。

銚子市内でも連日感染者が報告されています。

また昨日緊急事態宣言の対象地域を 7 府県と、

まん延防止等重点措置も 10 県追加となり、期間

も 9月 12日まで延長となりました。まだ感染拡

大の終息は見えない厳しい状況と思われます。

会員の皆さんの安全を考慮したうえで、9月以降

の例会開催について検討してまいります。 

例会運営では宮内委員長には大変ご苦労をお

かけいたします。親睦会の開催も難しい中、web

での画面上となってしまいますが、週に一度で

も会員の皆さんとお会いでき、お顔を見てホッ

とできます。今後は web 上での繋がりも大切に

していきたいです。 

さて、甲子園球場では夏の高校野球大会が開

かれ、連日熱戦が繰り広げられています。昨年は

コロナ感染拡大により中止となってしまい、今

年の春の選抜大会は無観客での開催、今回は人

数制限での応援となりました。わずかながらも

活気が戻って来たのではないかと思います。私

も高校野球ファンの一人です。 

「9回の裏ツーアウト、ランナー無しでバッター、

打って内野ゴロ、一塁へ送球タイミングはアウ

トに近いですがランナーはヘッドスライディン

グ」このシーンは私には最高のシチュエーショ

ンです。最後まで諦めない情熱が伝わり、高校野

球ファンを虜にしてしまうのではないでしょう

か。 

先週の土曜日、千葉テレビで「野球王国千葉の

礎 甦る二強時代、銚子商、習志野」を拝見しま

した。もちろん会員の阿天坊さんが笑顔で当時

の懐かしいお話しをされていらっしゃいました。

対談の中で阿天坊さんから銚子弁の「おっぺし」

の言葉がでた時は、とても親近感が湧きました。

ちなみに銚子商業が優勝した時私は中学生でし

た。干潟駅前でオープンカーに乗った選手に小

旗を振ったのをとても「懐かしく思い出されま

す。 

最後になりますが。コロナ感染拡大が続き、状況

が常に変化する日々が続いていきます。銚子ク

ラブで今何ができるのかを会員の皆さんと相談

し、微力ですが前向きに活動して参りたいと思

います。宜しくお願い致します。 
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幹事報告 

【活動計画書拝受】旭ＲＣ 

1. 第 1回クラブ・地区支援室メッセージ 

…ＲＩ日本事務局 

2. 地区大会報告書送付について 

…直前ガバナー事務所 

3. クラブ委員長セミナーオンラインへ変更のご

案内 

4. 世話クラブ・カウンセラー様へのお願い 

5. ロータリー研修委員会よりご案内 

6. コーディネーターニュース 2021年 9月号 

7. 風の便り Vol.7 No1 (通刊 83号) 

8. クラブ会員候補者リスト表・クラブ奉仕、会員

増強基盤向上アンケート 

…ガバナー事務所 

9. 活動計画書送付のお礼 

…パストガバナー 漆原摂子様 

10. 暑中お見舞い状・公式訪問・活動計画書送付お

礼状 

…ガバナー梶原 等様 

11. ハイライトよねやま ２５７ 

12. 米山月間資料送付先の確認 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

13. ロータリー日本 100年史 1セット  

…一般社団法人ロータリーの友事務所 

14. 確定申告用寄附金領収証について 

…公益財団法人ロータリー日本財団 

15. 交通安全功労者表彰における被表彰候補者の

推薦について 

…銚子市交通安全都市推進協議会 

【例会変更】 

銚子東ＲＣ 

8 月 17日 24日 31日(火)定款第 7条第 1節(ｄ)に

より休会（新型コロナウイルス感染拡大防止の為） 

八日市場ＲＣ 

8 月 17日(火)定款により休会 

24日(火)31日(火)緊急事態宣言発出の為休会 

佐原RC 

8⽉12日(木）19日(木）26日(木） 

取消（定款第７条第１節d により） 

＊新型インフルエンザ等対策特別措置法規定に基

づく新型コロナウイルス感染症 緊急事態宣言の

発令に伴い、8 月の例会は全て取り消しとします。 

成田空港南RC 

8月中の例会は全て休会（定款第７条会合第１節-

例会(ｄ)-（3）による休会） 

 

 

 

 

 

会員の記念日 

島田洋二郎会員(7月 30日) 

寺内 忠正会員(7月 30日) 

小田島國博会員(8月 3日) 

多部田恵子会員(8月 7日) 

吉原 祐真会員(8月 9日) 

熊澤 直紀会員(8月 11日) 

 

創業記念日  

熊澤 直紀会員(8月 1日) 

伊藤 浩一会員(8月 3日) 

須永 清彦会員(8月 8日) 

桜井 広和会員(8月 12日) 

 

卓  話  

「新入会員卓話」  五十嵐 亘会員 

朝日生命の五十嵐でございます。山崎の後任

で４月に着任いたしました。 

【自己紹介】 

・１９６７年 昭和４２年４月生まれ ５４歳 

・趣味 カラオケ・食べ歩き 

・生まれは新宿区 「国立国際医療センター」で、

前身は「陸軍病院」新宿といえば、都庁や伊勢丹、

歌舞伎町。育ったところは早稲田大学も近くに

ある閑静な住宅街 

小学校では、「合気道」に通い３年生からは野球。

ポジションは「ショートとピッチャー」当時の週

末は、現在の都庁建設前の広場が３面野球場で

試合 

中学校は「バスケットボール部」に入部。「しご

き」と称した先輩からの仕打ちがあり。テレビの
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「金八先生」をそのまま映し出した学校でもあ

り、激しい３年間。 

高校受験は当時全国大会にも出場、千葉県「東海

大浦安」と東京都「日大桜が丘」を受験。結果的

には、自宅からほど近い、日大へと進学、最終的

には会社入社後の３年間、合計１３年間バスケ

ットボールをつづけました。大学も日大へ。 

【朝日生命に入社】バブルもはじけた、１９９０

年、平成２年。当時は父親が自営業に失敗、貧乏

な生活。給与が良い金融機関希望。「自分で自由

な仕事ができる、営業所長ならば」・・と勝手に

想像して朝日生命に入社。 

「会社生活、転勤地での思い出」をご紹介 

【入社】時の最初の所属は、日本橋営業所でし

た。完全なプロパー。私は、営業職員で入社して

こともあり、２年間は生命保険の営業。 

【初めての転勤】は３年目から、茨城県の水戸支

社の法人担当。水戸といえば、水戸黄門様、偕楽

園があり、大工町でカラオケ。社宅は「一軒家」

庭は草木がボウボウ。次の転勤５年目からは、

【杜の都、仙台】。ここからは、少し職位も上が

り、「所長代理」として３年間在籍。所長代理は

私ともう一人、二人でした。その相方と、今回の

千葉支社転勤で、２５年振りに再会、相方は今般

のｵﾘﾝﾋﾟｯｸ、体操金メダリストの橋本ダイキ選手

の出身の、「佐原営業所所長」。入社８年目、２９

歳でいよいよ【営業所長】として、名古屋支社蟹

江営業所へ転勤です。名古屋のイメージは、食べ

物でいうと「名古屋コーチン」「手羽先」「ミソカ

ツ・煮込み」「ひつまぶし」「ういろー」。「素晴ら

しい営業職員」「みんな、となりのコメダコーヒ

ーで、モーニングを食べてますからー」。ショッ

ク。結果５年間名古屋で仕事をする。 

実はこのころ、当社も一度大変な時期がござい

ました。東京海上社との統合の話でした。 

結果的には、統合はなし。この騒動で、お客様に

は生命保険の貯蓄性商品を解約させてしまうな

ど、ご心配、ご迷惑をおかけしたこともありまし

た。 

【宇都宮支社 真岡営業所】です。宇都宮はご承

知の通り「ぎょうざ」の街。北には日光東照宮、

那須高原などの観光地はありますが、真岡は「真

岡鉄道 SL」が走っておりました。 

ここまでは【営業所長】の勤務でしたが、次は北

海道 函館への転勤。職制は「育成部長」、初の

支社勤務となりました。函館に在住。西の日本海

に面し、かつてニシン漁で栄えた「江差」から、

西は森進一の歌の襟裳岬の手前「浦河」まで、道

南地域担当で、走行距離約５００KM ありまし

た。長万部の「毛ガニ」、室蘭のご出身の方がい

らっしゃいましたが「ｶﾚｰﾗｰﾒﾝ」、苫小牧「ホッキ

飯」など、グルメの北海道では５キロは太る。ま

た函館港や五稜郭など歴史的にノスタルジック

な雰囲気の中、気温がﾏｲﾅｽ１０度でなければ最

高。 

【長野県 千曲営業所長】です。かつての戦国時

代に、武田信玄を二度も退けた「村上義清よしき

よ」、「川中島の合戦場」、真田家「上田城」もあ

り。ソバで有名な「戸隠そば」。 

次は本州を離れ、【四国 愛媛県 四国中央市】。

最初の印象は、「匂う」、「製紙工業」。四国では、

松山「松山城」「道後温泉」、高知県では「坂本龍

馬像」「高知城」「桂浜」、「カツオのワラ焼き」。

会社を退職したら「四国八十八か所 おへんろ」

にチャレンジ。 

【さいたま支社 鳩ケ谷営業所】鳩ケ谷は、「日

光御成道の宿場町」、植木やイモノの街。平成１

３年に埼玉高速鉄道の開通、「住みたい町ランキ

ング」のも入り人口増加。 

そして銚子営業所、現在に至ります。「ロータリ

ークラブの皆さまの、暖かいふれあい」に接し、

今は幸せな日々。 

現在、私は今、千葉市に住んでおります。理由と

いたしましては、父親は、１２年前、娘のことを

抱くこともできず、７７歳で他界。８６歳になる

母親が、東京に一人暮らし。高齢のため、毎週末

は色々実家、今後は同居一人娘が、現在小学６年

生。幼稚園から小学４年生まで、「ピテナの全国

大会」。現在は中学受験を控えており、私が帰宅

後の９時から１・２時間、週末は家庭教師 

最後に、生命保険の話。 

「会社経営者や役員、社員の皆さま」や「自営業

の皆さま」は、「個人」「法人」加入。 

今までは、「死亡・退職金」また、「入院・手術」

の、生命保険本来の内容にご加入。現在はコロナ

禍において、「生命保険のあり方」も、少し変化。

「リスクマネジメント」として、「短期入院」「ガ

ン・生活習慣病の闘病」「将来の不安である 介

護や認知症」。生命保険の「一時金」で受取り、

お客様が大勢、増えてきております。 

本日はありがとうございました。今後とも、よろ

しくお願い申し上げます。 
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【出席報告】  

オンライン例会 出席率 １００％ 

 

  

 

 

 

【Ｍ Ｕ】 なし 

【ニコニコ】 

臨時理事会報告 8/19 

１）９月１日・８日例会休会の件   …承認 

２）定例理事会開催日変更の件    …承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場参加 6 名 オンライン参加 22 名 

 

 

 

【私の一言】     大岩 將道会員 

大岩將道７８才・妻節子６９才です。銚子駅前

通りにてボンマルセ(婦人服セレクトショップ) 

ドゥマルセ(主に中学校・高校の制服と服装雑貨)

の二店舗の営業をしております。お蔭様で創業

７１周年目を迎えました。 

銚子 RC に入会して 25 年になり高年令順で５番

目になりました。 

印象に残る事は２０１０年織田吉郎ガバナー年

度に銚子で地区大会を開催した事と２００８年

に会長を引き受けた事、又、今年奉仕活動優秀ロ

ータリアン表彰を受けた事と、良き友人が要る

事です。 

 

ニコニコ BOX ￥ 3,000 計 ￥ 93,000 

スモールコイン ￥  ― 計 ￥  5,300 

米山 BOX ￥  ― 計 ￥  5,000 

希望の風 ￥  ― 計 ￥ 20,000 

９月 1日・９月８日例会は休会です。 
（緊急事態宣言延長、市内感染拡大防止の為） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

次回（９月１５日）プログラム 
「新入会員卓話」 

山本  肇会員・飯島 良春会員 

※今後の状況により変更の場合もございますの

で、ご理解の程宜しくお願い致します。 

幹事 須永 清彦 

 

 

 

 


