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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 
「ポリオデー/地区大会/R情報研究会参加報告」 

 須永 清彦幹事 

前回例会報告（１０月２７日） 

点 鐘： 石毛 充会長 

ロータリーソング：四つのテスト 

 

 

 

 

 

 

ビジター紹介：ひびき連合会 金島 智明様 

会長挨拶 

皆さんこんにちは。今朝は外気温が 10 度とか

なり寒かったですね。朝晩気温が下がりますの

で、暖かくしてお過ごし下さい。 

さて、10 月 25 日、千葉県は飲食店等の酒の

提供や営業時間制限が解除されました。繁華街

に活気が戻ってきつつありますが、感染のリス

クが無くなったわけではないので、基本的な感

染予防はきちんと続けていきましょう。 

それでは、今日までの活動報告をさせて頂き

ます。24 日の日曜日は世界ポリオデーでした。

第 2790 地区では『ポリオ根絶・コロナ終息護摩

祈願プロジェクト』が成田山新勝寺にて開催さ

れ、千葉科学大学米山奨学生のショハーン君と、

大網ロータリークラブが世話クラブであるニル

シカさん、RAC 会長木原君、須永幹事、私で出

席してまいりました。梶原等ガバナー、各地区奉

仕委員長の挨拶を頂きスタート。 

当日 70〜80 名近くのロータリーアンが参加し、

新勝寺にての護摩焚き祈願。全員真っ赤な T シ

ャツ姿、どこを見ても赤、赤、赤、圧巻でした。 

まさに、ポリオも裸足で逃げてしまうのではな

いか、と思いました。 

その後ポリオ根絶啓発のグッズを、皆で一般参

拝者に配分いたしました。しかし、自分が思った

以上に参拝客の方々はグッズを受け取ってくれ

ません。無視する方、拒絶する方…。 

両手を合わせた方がお一人だけいました。また

「ポリオってなんですか？」と聞いてくる方等

…。今回ポリオ根絶を一般の方々に伝える事の

難しさを実感しました。ポリオは日本ではあま

り発生していないので、もっとわかりやすい伝

え方、またまずポリオというものを知ってもら

う啓発の対策について考えた方が良いのでは、

と感じました。今回参加して嬉しいことがあり

ました。以前 RLA ファシリテーター養成講座に

参加した時にご一緒だった、第 2580 地区東京東

江戸川 RC 会員で、今年度ガバナーエレクトで

ある嶋村文男さんに 5 年ぶりにお会いできまし

た。先に嶋村ガバナーエレクトからご挨拶を頂

き、えっと驚きました。私は当時と違いマスク、

メガネで顔半分以上が隠れているのに、なぜわ

かったのでしょう。やはり髪型ですかね。人が第

一印象で重要視している箇所は顔、服装、体型、

髪型だそうです。特に今は口、鼻、輪郭などはマ

スクで隠れています。見える所は目と髪型です

ね。よく目を見れば相手がどんなことを思って

いるのか伝わると言います。人は情報の 90%を

視覚から読み取りますから。 

この先コロナ感染予防対策としてマスク着用は

続くと思います。マスクの下でも笑顔でいるこ

とを心がけていきたいです。 

 

10/27臨時理事会報告 

１）11月 10日例会プログラム変更の件 …承認 

２）飲酒を伴う会合についてのｱﾝｹｰﾄの件…承認 
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幹事報告 

1. 危機管理規程集策定に伴う意見聴取について 

2. 日本のロータリー100 周年ビジョンレポー

ト 2020（本編）の送付ならびにご回答のお願

い 

3. 21-22年度 3委員会合同セミナー案内 

4. 日本経済新聞社【10月 22日朝刊全国版】掲載

紙面のお知らせ 

5. 地区大会プログラム冊子送付・地区ホームペ

ージ地区大会 URL掲載のお知らせ 

6. 米山学友会忘年会のご案内 

…ガバナー事務所 

7. ロータリー情報研究会プログラム 

…第 8グループガバナー補佐神﨑 薫様 

8. 村田眞吾様よりお礼状 

【例会変更】 

銚子東 RC 

11月 2日(火)休会 7日(日)R情報研究会へ振替 

会員の記念日  

高橋 宏明会員(10月 27日) 

結婚記念日 小田島國博会員(10月 27日) 

入会記念日 宮内 清次会員(10月 26日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧ 石毛 充会長 

金島智明様、本日の卓話宜しくお願い致します。 

✧阿天坊俊明会員 

私の母校立教大学野球部の先輩長嶋茂雄さんが

文化勲章をいただきました。とても名誉なこと

です。おめでとうございます。 

✧金島  弘会員 

長男が３年ぶりに２回目の卓話をさせて頂きま

す。 

卓  話  

「響 ～太鼓がつなぐ輪～」 

ひびき連合会 第 9代会長 金島 智明様 
先日は

銚子ロー

タリーク

ラブの卓

話にお招

きいただ

きまして

ありがと

うござい

ました。銚子ばやし、日本文化遺産、大盆踊り大

会、世界での活動について話をさせていただき

ました。 

私、金島智明は１９８０年にお囃子一家の長

男として誕生しました。物心ついたころには半

纏を着て祭りに参加していた事を覚えています。

金島家として代々お囃子に携わってきた家系で

す。先代の８代目連合会長を務めました金島秀

樹総帥がお囃子の指導者として五代目となり、

初代金島源六が1889年より指導をはじめてから

１３２年間の伝承を続けております。 

銚子ばやしとは江戸時代より銚子地方に伝わる

民俗芸能です。笛，大鼓，小鼓，大太鼓，小太鼓、

鉦、唄、踊りを組合せたお囃子で関東の下総地方

でしか使用していない楽器があります。 

銚子では５本調子という音階

の物を使っています。ひびき

連合会で継承されている曲目

は十数曲とありますが有名な

ところといえば、まつりばや

しの跳ね込み太鼓や銚子大漁

節があります。銚子大漁節は

銚子の漁業を象徴する民謡で

す。元治元年（１８６４年）、長引く不漁から未

曽有の大漁となり、漁師たちが感謝の意を表す

ために唄を作り、漁船の守り神である川口神社

に奉納したと伝えられております。元治元年と

いいますと、明治になる４年前で池田屋事件が

あった年になります。今年が２０２１年ですの

で１５７年前に作られた曲になります。そんな

大漁節がある銚子ですが、江戸と共に発展した

北総四都市ということで、江戸の影響を受けな

がらも独自に発展したこれらの都市には、今も

江戸の情緒が残されています。 

平成２８年（２０１６）佐倉・成田・佐原・銚子 

の四都市が、「北総四都市江戸紀行・江戸を感じ 

る北総の町並み」百万都市江戸を支えた江戸近 

郊の四つの代表的な町並み群その中の一つとし

て、銚子大漁節も日本遺産に登録されています。

夏の大盆踊り大会は銚子市の夏の風物詩と呼ば

れるようになりましたが、最初の開催は１９７

６年から始まりました。最初は銚子市体育館前

広場において開催しており２０１１年からは場

所をイオンモール銚子へと移し前回は５，００

０人を超える来場者がありました。舞台の設営
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から演奏まですべて会員で行っております。現

在の会員数は２３０名が在籍しています。 

ひびき連合会では海外公演を通じて銚子市の文

化芸能を世界に広め、国際交流活動を行ってい

ます。私たちはＣＩＯＦＦＪＡＰＡＮという国

際ＮＧＯ組織に加盟しています。『ＣＩＯＦＦ』

は世界各国に加盟支部を持ち、活動の一環とし

て毎年世界の加盟国で３５０にも及ぶ民族芸能

フェスティバルや少数民族の文化の研究、滅び

行く貴重な文化の保護活動を日々行っています。   

最後になりますが、二年越しの祭りがやっと

できるということを願っているばかりです。来

年こそはぜひ地元の祭りが開催され、地域の活

力の一端を担い、このお囃子をこれからも伝承

していきたいと思います。 

 

 

委員会報告 信太秀紀地域環境保全委員長 

中央みどり公園桜の

看板が外れて消えて

しまっている状態で

したので、１０月に

看板修理しました。 
☜ 

 

 

 

 

 

 

 

中央みどり公園の桜 

 

・小原美紀ガバナー就任 

1984 年(昭和 59）3 月 

第 279 地区年次大会を銚子 RC ホストとなり開催。 

当時の県内会組織数と同じ６５本の桜を植樹 

・2001 年(平成 13）4 月織田吉郎会長年度  

24 人の会員参加で 15 本のソメイヨシノを植樹 

 

【出席報告】  

会員総数 ３９名  出席計算 ３７名  

出  席 ２７名  欠  席 １０名  

出 席 率  ７２．９７％ 

欠席者：馬場君・木曽君・村田君・櫻井(公)君 

    佐藤君・田中君・常世田君 

鈴木君・吉原君・高橋宏明君 

 

【Ｍ Ｕ】  

10/31地区大会 １００％登録 

11/7  第 8G R情報研究会（参加 10名） 

石毛君・上総君・松本君・信太君・須永君 

高橋君・髙瀬君・田中君・寺内君・常世田君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

【私の一言】       金島 弘会員 

入会してから初めて会報の表紙が変わり、素

晴らしい犬吠崎灯台の日の出が輝いてます。 

全国的にも日の出と夕日が水平線から見える場

所は少ないと思います。例年 2月 25日〜26日、

10 月 23〜24 日地球の丸く見える駐車場からダ

イヤモンド富士が鑑賞できます(うるう年など、

年によって変化あります） 

 2021年 2月 25日と 26日は天候が悪く 27日に

撮った写真です。夕日と白鳥に取り憑かれまし

た    

ニコニコ BOX ￥14,000 計 ￥155,000 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 11,600 

米山 BOX ￥ 2,200 計 ￥ 10,200 

希望の風 ￥ ― 計 ￥ 44,050 

次週（１１月１７日）プログラム 

「地域で支え育てていただく COM CUPと 

子どもたち」 

ＮＰＯ法人ＢｅＣＯＭ 嶋田 由香里様 

お弁当：桔梗屋(幕の内) 
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12：15 開会点鐘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点鐘 神﨑 薫ガバナー補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 梶原 等 ガバナー 

 

 

13：00 記念講演 

「街は人がつくるーコロナを超えて」 

    建築家 安藤 忠雄氏 

 

2021-22 年度 地区大会 １０月３１日（日）アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張ホール 

 

会場参加は、 

石毛会長・須永幹事 2 名のみ。 

会員の皆様は、YouTube 生配信を 

視聴となりました。 

 

 

 

 

 

 

                                          

2021-22 年度第８グループ R 情報研究会 １１月７日（日）点鐘 13 時 30 分 旭市商工会館３階 

 

 

 

 

 

テーマ “ロータリーで輝くために” ～SERVICE とはすべての活動における根底にあるもの～ 

 

 

 

現在、地区 HP「2021-22 年度地区大会」バナーからも 

地区大会アーカイブ動画をご覧いただけます。 

https://www.rid2790.jp/2021/index.html 

 

 

 

 

 

 

基調講演「職業奉仕について」  

2021-22ガバナーノミニ― 鵜沢 和広様(千葉若潮RC) 

 

 

 

 

https://www.rid2790.jp/2021/index.html

