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2021-2022年度 シェカール・メータＲＩ会長テーマ    ２７９０地区ガバナー 梶原 等（千葉ＲＣ） 

SERVE TO CHANGE LIVES                 地区スローガン Love Other Spirit 

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために        〜繋ごう次世代へ 夢ある未来に向けて〜 

製作◇広報・会報委員会 多部田恵子 廣瀬修一 大岩將道 宮内秀章◇ 

 

今週のプログラム 

「 響 ～太鼓がつなぐ輪～」 

ひびき連合会 第 9代会長 金島 智明様 

 

前回例会報告（１０月２０日） 

点 鐘： 石毛 充会長 

ロータリーソング：それでこそロータリー 

ビジター紹介：銚子東ＲＣ 山田 誠様 

会長挨拶 
皆さんこんにちは。今週に入り急に寒くなり

ましたね。秋はほんの一瞬、あっという間に通り

過ぎ、もはや冬に突入した感じです。また、コロ

ナ感染拡大に対する規制も全国的に全て解除さ

れ、徐々にではありますが、繁華街や観光地に人

が多くみられるようになってまいりました。慌

てずゆっくりで良いと思います。元の生活に近

づいていきたいですね。 

先週 14 日に衆議院が解散され 19 日に告示、

そして 31日に選挙です。皆さん注目されている

かと思います。私の業務にこの選挙による影響

があります。実は、10月 31 日は開票結果を待っ

て翌日の朝刊にその結果を掲載する為、新聞社

の印刷が通常より遅くなるのです。その後各新

聞販売店に朝刊が配達され、その後チラシなど

の折り込み作業を行うと各家庭にいつも通りに

届けることができないため、チラシの折込は入

れられなくなるのです。新聞社、新聞販売店も時

間との勝負となります。11月 1日の朝刊はいつ

もより届くのが遅くなることでしょう。 

さて、今日は『ところ変われば言い方も意味も

変わる』という事を少しお話しさせて頂きます。 

全国各地にはさまざまな言葉があります。銚子

にも「銚子弁」と呼ばれる「うんならがす、じゃ

みる、おっぺす」などがありますよね。初めて聞

く方は「えっ何？」と思う方も多いと思います。

たとえば、名古屋辺りで使われている「昼ほう

か」とは何だと思いますか。放火？とは物騒です

よね。これは「昼放課」と書きます。これは昼休

みのことなのです。放課とは、小、中、高学校で、

所定の授業が終わることを指し、そのあとの時

間のことを放課後と呼びます。学校の時間割に

も昼放課と書いてあるそうです。 

また、九州地方の長崎、福岡あたりで使われてい

る言い方で「つ」の一文字があります。これは何

のことだかおわかりですか。津と言えば三重県

の県庁所在地ですよね。実は「かさぶた」の事で

す。何で「つ」なのと言いますと、あいうえおの

50 音で、たちつてとのちの次がつ…血が出たら

乾いて、そして次にかさぶたになる、だからつと

言われるようになったとの事です。 

もう一つ紹介します。 

「隣のおっさん」と聞いて、男性、女性どちらを

連想しますか？そりゃおっさんは男でしょう、

と思いますよね。これは南九州では、おっさんと

言う言葉は「奥さん」と言う意味なのだそうで

す。なので「隣のおっさんすごく美人だよね」と

言ってもおかしくないそうです。私には凄く違

和感がありますが。どうして方言が多くなった

のかと言いますと、日本が南北に長い国だから

だと考えられています。日本地図をヨーロッパ
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に重ねると北欧フィンランドから南はスペイン

まで広がり、ドイツ語、フランス語、スペイン語

と多くの言語で話され互いに通じない。日本で

言えば青森弁と鹿児島弁が通じない、というよ

うな。方言は生活に根付いた言葉であり、地域に

よって異なる理由は「言語が変化また進化する

から」だと考えられます。改めて、他の人の言葉

を尊重する姿勢を養うことで多様性を学ぶこと

ができるはずです。そして、まずは「どの方言も

正しい」と言う事です。 

最後になりますが、私も毎週の会長挨拶で滑舌

が良くなるよう学びの場とさせて頂きます。 

 

幹事報告 

【週報拝受】旭ＲＣ 

1. 印西ＲＣ事務局住所変更のお知らせ 

2. 2022-23年度地区委員推薦のお願い 

3. 日本経済新聞社【10月 22日朝刊全国版】一面

広告掲載についてのお知らせ 

4. MCRレポート 9月分 

5. 風の便り Vol.7 No2 (通刊 84号) 

Vol.7 No3 (通刊 85号) 

6. コーディネーターニュース 2021年 11月号 

7. 地区大会諸事お知らせ 

8. YouTube視聴のご案内 

RI President Conference in Gyeongju, Korea：

第１回会長主催会議 

9. スリランカ人学友初代会長追悼式のご案内 

…ガバナー事務所 

10. ハイライトよねやま ２５９ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

11. 日本語支援と多文化理解を考える講座の開催

について（お知らせ） 

…銚子市国際交流協会 

【例会変更】 

小見川ＲＣ 

11 月3日(水)休会 定款第７条第1 節(ｄ)により 

17日(水)休会 16 日情報研究会へ移動例会 

24日(水)休会 定款第７条第 1節(ｄ)により 

 

 

 

 

 

 

会員の記念日 なし  

 

ニコニコＢＯＸ 

✧ 伊藤 浩一会員 

本日は、久しぶりに卓話の機

会を与えて戴き有難うござい

ました。9 年間欠席の少しで

も罪ほろぼしになればと思っ

ております。 

 

 

卓  話  

「クラブ例会欠席 ９年間の言い訳」 

伊藤 浩一会員 

私は、2012 年 5 月より 2021 年 5 月迄の 9 年

間銚子ロータリークラブ例会を欠席いたしまし

た。その理由について申し述べます。 

2007 年 11 月に銚子商工会議所第 9 代会頭を

仰せつかり、銚子ロータリークラブの皆様から

も盛大にお祝いと激励を受け就任しました。2期

目の中盤に差し掛けた 2012年初めの頃、突然電

話で公安委員就任の依頼を受けました。商工会

議所正副会頭会議に諮った上、受ける事としま

した。1年半は両方を兼務したのですが、やり切

れずに会頭職を 2期で辞任いたしました。 

千葉県公安委員会は、毎週水曜日の 9 時半か

ら催される為、ロータリーは定款に従い、「出席

免除会員」の摘要を受ける事が出来ました。 

2期 6年を目途にしていましたが、事情により 3

期 9 年勤め今年 5 月に満了しました。千葉県公

安委員会は、千葉県選出が３名、政令都市である

千葉市から２名が選出され、５名のメンバーと

なります。従って政令市の無い県は３名の委員

で構成されます。銚子市では私は３人目の委員

となり、前任者は仲内憲次氏、鎌倉国松氏が勤め

ておられます。 

仕事はかなりハードな特別職の地方公務員の身

分で、千葉県警の「民主的な運営」と「政治的中

立」を目指す管理監督が任務でした。 

丁度私が任務に就いた 2012年には、千葉県警は
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習志野事案で揺れ動いており、本部長以下 21名

が国家公安委員会他から処分されるという異常

な状況下にあり、毎週「警察改革」がテーマで大

変でした。 

最初の委員長の 2014年 12月（2度目は 2019年）

には、NHKが千葉県警の交通事故死者数について

偽装がありとして毎日の様に報道キャンペーン

を敷いた事があり、委員長の私の所へもインタ

ビューに来た事がありましたが、「千葉県警はそ

の様な体質は一切持ち合わせていない」と話し

ました。事実は「道路交通法上の事故死者」が、

全て（スーパーの駐車場の事故等）を入れるのか

という考えの差であったようで、キャンペーン

はその後ピタッと止まった様に感じました。 

ロータリークラブの会員の皆様も御自分で運転

される時は充分注意して欲しいと思いますが、

良くある事ですが、小さい人身事故で相手が何

でもないと言った時も必ず警察に一報して下さ

い。「ひき逃げ」「救護義務違反」にされ、免許取

り消し処分になる事になります。又、会社の貨物

自動車の積載重量は、良く車検を確認して運転

するようにして下さい。「無免許運転」となり免

許取り消し処分になっては困りますから。 

千葉県警のモットーは「頼れる、誇れる、思いや

りのある警察官」です。 

ロータリークラブのテーマは「真実かどうか、皆

に公平か、好意と友情を深めるか、皆の為になる

かどうか」です。両者には社会に奉仕して行く貢

献していくという共通点があると思います。9年

間例会は欠席しましたが、常にロータリーの理

念とは一緒に居たと思っています。ﾞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポールハリスフェロー表彰 

 

 

 

 

 

委員会報告 金島 弘ＲＡＣ委員長 

今年度の千葉

科学大学青澄

祭は、新型コロ

ナ感染拡大防

止の為中止と

なります。 

 

【出席報告】  

会員総数 ３９名  出席計算 ３７名  

出  席 ３１名  欠  席  ６名  

出 席 率  ８３．７８％ 

欠席者：廣瀬君・木曽君・村田君 

鈴木君・吉原君・高橋宏明君 

 

【Ｍ Ｕ】  

10/24世界ﾎﾟﾘｵﾃﾞｰ成田山祈願ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

石毛君・須永君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 5,000 計 ￥141,000 

スモールコイン ￥ 3，600 計 ￥ 11,600 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥  8,000 

希望の風 ￥ ― 計 ￥ 44,050 

次週１１月３日は休会です。 

次回（１１月１０日）プログラム 

「地区大会参加報告」須永清彦幹事 

 

お弁当：やまこ庵(幕の内) 

 

 

 

 

 

 

髙橋宏資会員 

マルチ 9 回目 

大岩將道会員 

マルチ 7 回目 

伊藤浩一会員 

マルチ 3 回目 

2018.10 寄付 
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【世界ポリオデー・祈願プロジェクト】 

成田山新勝寺護摩祈願    

10 月 24 日（日）11:00 成田山新勝寺本堂において

護摩祈願法要。 

当クラブより石毛会長・須永幹事・米山奨学生ショ

ハーンさんが、【END POLIO NOW の T シャツ】

を着用し、啓蒙活動及び募金活動、チラシの配布を

行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【21-22 年度地区大会 YouTube 配信 URL】 

下記 YouTube の URL にて、全ての会員の皆さま

がご視聴できますので、何卒ご覧下さいますよう

ご案内申し上げます。 

 

10 月 31 日(日) 

11：30～ チャンネルオープン 

12：05～ ライブ配信が始まります。 

12：15 開会点鐘  

13：00 記念講演  

「街は人がつくる－コロナを越えて」 

建築家 安藤 忠雄氏 

 

※建築家 安藤忠雄様の記念公演は 31 日生配

信のみ視聴できます。アーカイブには残りませ

んのでご了承ください。 

 

地区大会 10 月 31 日生配信         

https://youtu.be/9Yx0KYdqtqY     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区大会特設サイト 

https://www.rid2790.net/dc/  

                  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/9Yx0KYdqtqY
https://www.rid2790.net/dc/

