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今週のプログラム 

「クラブ例会欠席 ９年間の言い訳」 

伊藤 浩一会員 

前回例会報告（１０月１３日） 

点 鐘： 石毛 充会長 

ロータリーソング：我等の生業 

ビジター紹介： 

藤田観光㈱ 名誉総料理長 村田 眞吾様 
（卓話者） 

会長挨拶 

皆さんこんにちは。10月も第 3週になります

が、連日昼間の気温が 30度近くになる日が続い

たかと思いきや、昨日からは急に北風が吹き気

温が下がっていますね。寒暖の差が大きく、体調

を崩すかたも多いかと思います。体調にはお気

をつけ下さい。 

始めに先ほどもご紹介致しました本日の卓話

を頂きます「藤田観光株式会社 名誉総料理長、

村田眞吾様」をお迎えしております。 

今回、銚子クラブで卓話をいただけるようにな

ったのは、当クラブ会員の宮内秀章会員のおか

げです。宮内秀章会員が愛宕町の吉鳥・中田さん

で村田様と偶然相席になり意気投合されました。 

美味しい焼き鳥を食べながらの話に華が咲き、

本日銚子クラブでの卓話を快くお引き受けくだ

さったとの葉書を、村田様より頂戴しておりま

す。村田様とご縁が出来たことは本当にありが

たいことです。宮内会員に感謝申し上げます。 

村田眞吾様、この後の卓話楽しみにしておりま

す。宜しくお願い致します。 

さて、先日の 10 月 10 日は「目の愛護デー」

です。現在、目の大切さを呼びかける各種イベン

トが行われています。昨年より、コロナウイルス

感染拡大により自宅でのリモートワークの方が

増え、自身での時間管理が難しくなった感じが

します。特に昨今は大人だけではなく子供達も

日常的にスマートフォンやタブレットなど使う

機会が増えております。長時間仕事や勉強など

で目を使い過ぎると、目の疲れがなかなか解消

せず、慢性の眼精疲労となってしまいます。時に

は目が充血し、また涙目や肩こり、頭痛などの症

状が出たりしてしまいます。目に強い負担をか

けないように、パソコンや細かい仕事など行な

う場合、1時間に 1回 10分程度目を休ませたり

しましょう。また寝不足も眼精疲労の大敵です。

十分な睡眠と適度な運動を取り入れ、ストレス

も溜め込まないようにすることも大切ですね。

コロナ禍で多くの企業がリモートワークを推奨

しています。目の愛護デーを機に、目の健康と大

切さについて考える良い機会かも知れません。 

それでは、本日までの活動報告を申し上げま

す。先週例会終了後にお話いたしました、社会奉

仕委員会で用意いたしました市内小中学校でお

使いいただくパーテーションを贈呈する式典が

市役所で行われ、淵岡社会奉仕委員長と須永幹

事と私で出席して参りました。詳しい事はこの

後の委員会報告がございますので、淵岡委員長

宜しくお願いします。 

最後になりますが私事です。先週 10月 7日妻

の60回目の誕生日でした。還暦の祝いにと思い、

薔薇の花束をプレゼント。「誕生日＆還暦おめで

とうございます」とメッセ

ージカードを添えました

が、妻はひと言「何これ」

と言ってカードを取って

しまいました。還暦と書い

たのが行けなかったのか

と思いつつ、複雑な誕生日

プレゼントでした。 
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幹事報告 

【例会変更】 

成田空港南ＲＣ 

10月21日(木)休会 

28日(木)夜間移動例会 観月会 

会員の記念日 

結婚記念日 信太 秀紀会員(10月 10日) 

創業記念日 金島  弘会員(10月 8日) 

宮内 秀章会員(10月 10日) 

ニコニコＢＯＸ 

✧石毛 充会長 

藤田観光㈱ 名誉総料理長 村田眞吾様、本日の

卓話宜しくお願い致します。 

卓  話  

「私の歩んできた道」 

藤田観光㈱ 名誉総料理長 村田 眞吾様 

崖っぷちの青春時代からの脱却 1964 年東京

オリンピックでの出会いが分岐点となり、現在

へと続くこととなりました。 

高校をやっと卒業。大学受験は不合格、アルバイ

トとして椿山荘洗い場要員として働き始め、東

京オリンピック選手村へ派遣。そこで美味しい

料理と料理人に出会い、鍋洗い鍋磨きが名前を

覚えてもらい、オリンピック終了後椿山荘の厨

房へ配置転換があり師匠である上原正一郎翁に

師事しそこで料理人として最も重要な事を教え

てもらいました。技術の習得や豊富な知識でな

く誠実であること。謙虚であること。時間の厳守

である。この事を今も常に心に留めています。 

私の座右の銘は 

「自分の言動に胸を張れることを行う」です。 

まだ私が若い頃師匠に「ここに 2 本の刃物があ

る。一つは斧、もう一つはカミソリ。お前はどち

らの刃物になりたいか」と問われました。「斧は

錆びていてまったく切れない。カミソリは紙を

上に乗せ息を吹きかけただけでも切れる。」と私

は迷わずカミソリを選ぶと答えました。すると

師匠は私に銭湯に行ってカミソリを買い風呂に

入ってこいと言いました。翌日銭湯はどうだっ

たかと聞かれ銭湯の情景を話しました。すると

カミソリはどうしたと問われヒゲを剃りました。

と答えました。師匠はそのカミソリはどうした

のかとさらに問うたので銭湯のゴミ箱に捨てて

きましたと答えたところ、「お前は一回しか使わ

なかったまだ使えるかもしれないカミソリを捨

ててきたのか。そんなカミソリを目標にこれか

らここで働くのか」と「斧はお前の家にあるか？

斧は錆びていても叩き続けていればどんな大樹

でも倒すことが出来る。だからお前はこれから

ここで常に正直にそして素直に明るく楽しそう

に働く事。」と言われました。以来私は禁句とし

て“面倒くさい”、“嫌・否・厭”を決して言わな

い。更に料理人として酒は飲まない。たばこは吸

わない。女性を泣かせない。博打はしない。こと

を肝に銘じ現在に至っております。 

私は職場を家族のようなものであり兄弟、姉

妹、さらに社外の同業者はおじやおば、祖父母の

ように思っています。カベに当たった時には相

談やアドバイスが出来るようお互いが信頼でき

る関係を持てるように精進を重ねることが大切

だと考えています。 

現在の私の責務は 

①料理の伝承と継承、後継者の育成 

②お客様との信頼関係の構築 

③生産者や取引業者との信頼関係の維持 です。 

親がくれた５本の指こそ料理人として忘れては

いけないこと 

親指   天気（四季） 

人差し指 元気（明るい笑顔と返事） 

中指   勇気（失敗を恐れない挑戦） 

薬指   根気（途中で絶対に投げ出さない） 

小指   人気（無いよりあった方が良い） 

5 本の指を握りしめてさぁ気合いだ！！ 
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委員会報告 淵岡彰介社会奉仕委員長 

社会奉仕委員会事業報告 

2021 年 8 月 緊急事態宣言発令中、銚子市教育委

員会石川教育長からの要望もあり、新型コロナ感

染拡大防止対策として銚子市の小中学校へ「飛沫

防止 塩ビ板 パーテーション」を寄贈しました。 

弊社（ヤマサ醤油㈱）にて、パーテーション作成、

50 枚を予定しております。一日も早く各学校へお

届したいと考え、10 月 6 日(水)石毛会長・須永幹

事・社会奉仕委員長の 3 名で、銚子市役所へ赴き

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

銚子ロータリークラブ 

ヤマサ醬油株式会社 名入り 

越川市長より感謝状をいただきました。 

会員増強委員会 

6 日例会終了後、第３回委員会を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出席報告】  

会員総数 ３９名  出席計算 ３６名  

出  席 ２６名  欠  席 １０名  

出 席 率  ７２．２２％ 

欠席者：馬場君・廣瀬君・飯島君・木曽君 

佐藤君・信太君・寺内君・鈴木君 

吉原君・高橋宏明君 

 

 

【Ｍ Ｕ】 なし 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 6,000 計 ￥136,000 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥  8,000 

米山 BOX ￥ 3,000 計 ￥  8,000 

希望の風 ￥ ― 計 ￥ 44,050 

次週（１０月２７日）プログラム 

「 響 ～太鼓がつなぐ輪～」 

ひびき連合会 第 9代会長 金島 智明様 
 

お弁当：大新(幕の内) 

※例会を欠席される場合は 

℡23-0750 事務局までご連絡お願いします。 
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【私の一言】     廣瀬 修一会員 

昨年 4 月に銚子に単身赴任してから早一年半

ほどとなりました。写真は昨年 11月頃、船橋の

家族を初めて銚子に呼び、犬吠埼灯台で強風に

晒されているところです。この日はとびきりの

爆風(！)でした。 

着任以来のコロナ禍は相変わらずですが、銚子

ＲＣの皆様に温かく接していただき、心から感

謝しております。職場の人数が減り、例会出席が

叶わないことが増えてしまっていますが、「みん

なのためになるかどうか」の精神で取り組んで

行きたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    会員の皆様から会報へ【私の一言】の呟き 

コラムを募集しております。 

２００文字前後・写真 1〜２枚を添えて、 

事務局へメール d2790@choshi-rotary.club 又

は例会時にご提出下さい。 

よろしくお願いいたします。 

広報・会報委員会 

 

 

 

 

 

 

ソングリーダー ビジター紹介 ニコニコ紹介 

五十嵐会員    泉委員長   山本会員 

 

 

 

今後の予定 

10 月 31 日(日) 21-22 年度地区大会 

YouTube 同時配信視聴 

※配信ＵＲＬは後日お知らせ致します。 

開会点鐘１２時 15 分  

記念講演１３時 建築家 安藤 忠雄氏 

 

 

11 月３日(水・祝日) 休会 

定款第 7 条により休会 

 

 

11 月 7 日(日)第 8 グループ R 情報研究会 

旭市商工会館 3 階 点鐘 13 時 30 分 

基調講演  

RID2790 ガバナーノミニー 鵜沢 和広様 

（千葉若潮 RC） 

 

 

                     

銚子ロータリークラブホームページ 

2021 年 7 月にリニューアルしました！ 

     随時更新中です！ 

https://www.choshi-rotary.club 
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