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今週のプログラム 
クリスマス例会 点鐘 12時 30分 

「会員卓話」 

石毛  充会長  宮内 清次会員 

松本 恭一会員  田中 英子会員 

髙瀬 幸雄会員  淵岡 彰介会員 

前回例会報告（１２月８日） 

点 鐘： 石毛 充会長 

ロータリーソング：我等の生業 

四つのテスト唱和 

ビジターなし 

会長挨拶 
皆さんこんにちは。はじめに、以前在籍されてい

た永澤信さんよりリンゴをいただき皆さんにお配

りしたかと思います。早々に、お礼のご連絡をさせ

ていただきました。今は転勤先の青森県八戸市に

いらっしゃるとの事です。ちなみに永澤さんは八

戸ロータリークラブに入会されました。銚子クラ

ブと同じく毎週水曜日が例会日で、会員数は 62名

だそうです。永澤さんは、5 年在籍された当クラブ

で皆さんと共に活動できたことを心から喜んでお

られました。引き続き私たちと同じこの時間に、ロ

ータリー活動を楽しんでいると思うととても私も

嬉しくなります。永澤さんより「元気でいますの

で、銚子クラブの皆さんによろしく」とのことで

す。 

さて、先日第 8 グループ会長幹事会が行われ、

議題の１つであるグループ編成の議題が出ました。 

以前、漆原摂子パストガバナーと梶原等ガバナー

が銚子クラブを訪問され、第 2790地区のグループ

編成の説明をされたことは皆さんご存知かと思い

ます。本日、会報と一緒に 12月号のガバナー月信

に記載されています地区グループ再編会議の報告

をコピーいたしました。結論から申し上げますと

「グループ編成はしません」とのことです。この件

で第 8グループ神崎ガバナー補佐から改めて、「各

クラブはどうですか？」とのことで、八日市場・

旭・銚子東クラブは第 8、第 9グループが一緒にな

ることは賛同しないとのご意見をいただき、銚子

クラブも臨時理事会を開きグループ編成に賛同は

しないことで承認をいただきました。会員の皆さ

んには、この場をお借りして理事会報告とさせて

いただきます。詳しい内容はお配りした地区の報

告をご覧ください。 

最後になりますが、この１週間地震が多いと思い

ませんか？10月 7日は千葉県北西部で震度 5強、

また先日 3 日に山梨県と和歌山県で震度 5 弱が発

生し、鹿児島県沖と伊豆諸島周辺は今も地震が多

発しています。もしかして、『大地震の前触れか』

と様々なコメントが各メディアから発信されてい

ます。私たちの住んでいる日本は地震大国と呼ば

れ、我が国周辺は複数のプレートによって複雑な

力が重なり、世界でも有数の地震多発地帯なので

す。私達は普段から地震への備えをしていきまし

ょう。今は世界各国で様々な変異株が出現してい

ます。感染予防も万全にして日々を過ごして参り

ましょう。 

12/1 第 6回定例理事会報告 
１）12月 1月 2月プログラムの件     …承認 

２）12月 15日クリスマス例会の件     …承認 

３）2021-22年度 7月～10月会計報告の件 …承認 

４）下半期会費の件           …承認 

５）月桂樹植替え・ｱﾒﾘｶﾃﾞｲｺﾞ看板の件…継続審議 

月桂樹植替え：3月頃に行う予定 

ｱﾒﾘｶﾃﾞｲｺﾞ看板：現在のﾛｰﾀﾘｰﾛｺﾞに変更 

６）日本のロータリー100 周年ﾋﾞｼﾞｮﾝﾚﾎﾟｰﾄ 2020

（本編）の件            

…継続審議 クラブからの意見締め切り 12/10 

12/8 臨時理事会報告 

１）第 9 ｸﾞﾙｰﾌﾟとの合併の件…承認 合併反対 

２）12/15卓話者の件…承認 会員 6名の卓話 
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幹事報告 
【週報拝受】銚子東ＲＣ 

1. 2022 年 1 月クラブ請求書の作成にあたって

お願い 

…ＲＩデータサービス部 

2. 2021 年 12 月疾病予防と治療月間リソースの

ご案内 

3. 2021年 12月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ１ドル＝114円 

4. ガバナー月信12月号デジタル版送付のご案内 

5. 佐倉中央 RC事務局交代ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ変更 

6. ガバナー事務所年末年始休業

（12/29～1/4）のお知らせ 

…ガバナー事務所 

7. 次年度クラブ情報ご提供のお願い 

…ガバナーエレクト事務所 

8. 米山奨学生の出国について 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

9. 令和 4年銚子市消防出初式の開催について 

…銚子市消防本部 

10. 12/12開催オンライン茶話会サロンについて 

…銚子市国際交流協会 

【例会変更】 

小見川 RC 

12 月8日(水)休会 定款第７条第1 節(ｄ)により 

29日(水)休会 定款第７条第1 節(ｄ)により 

※上記予定が変更になる場合は再度ご案内させて

いただきます。 

銚子東ＲＣ 

12 月 21日(火)年末親睦会 犬吠埼ホテル  

点鐘 18時 30 分 

   28日(火)定款第 7条第 1節(ⅾ)により休会 

1 月   4日(火)定款第 7条第 1節(ⅾ)により休会 

八日市場 RC 

12 月 21日(火)振替休会→18 日（土）点鐘 18時  

柿岡屋夜間移動例会（クリスマス会）の振替 

28日(火)定款により休会 

成田空港南RC 

12月9日(木)休会 

16日(木)夜間移動例会 

クリスマスファミリー会18：30点鐘 

ホテルマイステイズプレミア成田 

30日(木)休会 

会員の記念日  

 

 

 

 

宮内 龍雄会員 

(12月 4日) 

 

 

入会記念日 吉原 祐真会員(12月 4日) 

ニコニコＢＯＸ なし 

新入会員卓話      工藤 守利会員 

只今ご紹介頂きました新入会員の工藤です。私

の生い立ちからお話すると話し易いのでそうさせ

て頂きます。生誕は、浪花で旭中央小学校迄 1 年

生 2 年生と通っておりました。3 年生 4 年生は玉

井小学校です。というのも父が千葉鉄道管理局内

の駅長をしていた為に 2 年毎に転勤になっており

ました。5 年生 6 年生は佐原小学校です。佐原は、

夏と秋にお祭りがあり、36 台程の屋台が出ます。

その屋台の前に乗せて頂きました。その理由は、そ

の祭りを取りしきっていたのがヤクザの大親分の

森氏でした。その息子がキャッチャーで私がピッ

チャーの時に地方大会で優勝をしてしまったので、

その褒美だったんですね。そしてボーイスカウト

にも入団させて頂き、香取神宮で天皇陛下をお迎

えさせて頂きました。本当に素晴らしい体験でし

た。中学 1 年生 2 年生は成田中学校です。世界に

飛び出せたのもここが縁だったのかも知れません。   

中学 2 年生の時に父が定年となり四街道に家を建

て移り住みました。千葉大学附属四街道中学校に

転校出来ました。3年生の時に千葉校と合同になり、

西千葉に広大な幼稚園、小学校、中学校、高校、大

学、大学院という途轍もない総合校を作ってしま

いました。現来ならとても入学出来る所ではあり

ませんでしたが、四街道に住めた為に難なく入る

事が出来ました。神様に感謝致しております。 

高校は市川学園という男子校です。サッカー部に

入部し、左のウイングでプレイしました。ところ

が、習志野校が途轍もなく強く、いつも４位止まり

でした。高校 3 年生の時に物理の先生にとても可

愛いがって頂き、お家に遊びにいったり旅行もし

ました。あまりに素晴らしい先生だったので、私も

教師になりたいと思い東京教育大学を受けました

が、難なく断られました。それも無理もない事、サ

ッカーに熱中し過ぎてお勉強がおざなりになって

いましたから…そんな訳で名前はとんでもなく大

きいのですが、そこに入学し、英語部（ESS）に入

り、英語演劇に熱中しました。それで３２大学英語
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劇連盟（MP モデルプロダクション）に属し、コミ

ティーで渉外をやりました。主にスポンサー探し

です。ブロードウェイのスターだったリチャード・

ヴァイア氏とドン・ボームズ氏が来日し、指導して

下さいました。NHKの英語番組も担当していました。

日本側は MLS（モデル・ランゲージ・スクール代表

の野村陽子女史が代表です。代々木にございます。

MP の時には、寺泉憲さんや中村雅俊も一緒だった

んですよ。バイア氏が工藤もプレイしたいだろう

と言う事で、スモールHPに出演させて頂きました。

本当に幸せでした。 

卒業後は、劇団・雲・欅に入団出来ました。ところ

が才能が無かった様で一年でおさらばでした。ど

うしても舞台関係の仕事がしたかったのでアルバ

イトで有楽町にある第一生命ホールで照明の仕事

や渋谷にある児童会館で大道具をしました。そこ

で行われたバレエの公演が素晴らしかったので私

も習う事にして東京シティバレエ団と牧阿佐美バ

レエ団に入会出来ました。牧先生は、先だって亡く

なられてしまいました。ご冥福をお祈り致します。

高校時代にサッカーをしていたのでかなり足腰が

強かったので、あっという間に覚えてしまいまし

た。エトワールは、身長が 180ｃｍ以上ないとなれ

ませんでした。私は 172ｃｍです。けれどもとても

器用だったので、pas de deux をやらせて頂きま

した。プリマバレリーナとも躍らせて貰えました。

First Ｓolist でした。全国各地の発表会へ招待

して頂き、外国旅行の資金も出来ました。そんな訳

でベルギー・ブリュッセルにあるモーリス・ペジャ

ール20世紀バレエ団のオーディションを目指して、

先ずパリに入り、そこで練習を沢山しました。モン

マルトルにある Hotel des Art 芸術のホテルに

宿泊しました。サクレクール寺院もすぐです。合格

祈願を毎日しました。そこからはパリ市内が一望

出来エッフェル塔、セーヌ川も見えます。そして見

事オーディションに合格しました。英語演劇もし

ていたし、フランス語も勉強していたのと日本人

という事が良かった様です。世界各地を巡り、700

回近くのステージを踏みました。主にイタリアが

多かったですね。どの街も素晴らしかったのです

が、特に印象深かったのが、ヴェニス・サンマルコ

広場での野外ステージです。6 年で 3 か所と決め

ていたので 3 年で退団し、クラシカルバレエの原

点を求めて西ドイツのボン市立劇場のオーディシ

ョンに、そこも見事合格。パリオペラ座のエトワー

ルだったピーター・ヴァン・ダイク氏に気に入って

貰えました。私が、英語・フランス語そしてドイツ

語を学んでいたのが良かったのと世界的有名なモ

ーリスでぺジャール20世紀バレエ団からだったの

と思います。若いダンサーが私の様な大先輩ダン

サーが必要だったんですね。Pasdes deuxの名手で

したからね。西ドイツは、東西ベルリンが首都でし

たが、東ベルリン内にあったので各国大使館は非

常に危険だったのでボン大使館をおきました。バ

レエもかなり観て下さり、公演話は一緒に会食も

しました。 

私が今はまっているのが、NHKの語学教室もこの

影響ですね。月曜が英語・ドイツ語・アラビア語、

火曜が中国語・英語・スペイン語・ロシア語、水曜

がハングル・英語・イタリア語、木曜が、英語・フ

ランス語です。 

ボンで 2 年間。最後の 1 年間は教師資格を取得し

たかったので、英国ロンドンにあるロイアル・アカ

デミー・オブダンシング、PDTC（プロフェッショナ

ル・ダンサー・ティーチングコース）に入会出来ま

した。校長は、ロイヤルバレエ団のエトワールだっ

たデビィット・ウォール氏に可愛がって頂きまし

た。私は、ロイヤルバレエ団、サドラーズ・ウェル

ズバレエ団、ロンドンシティバレエ団の公演を心

行くまで観覧出来ました。大変素晴らしい充実し

た時を過ごせました。 

 日本に帰国してから、早速スタジオでバレエを

教えました。32 大学英語劇連盟の時一緒に仕事を

した、世田谷代田橋でフラダンススタジオをやっ

ていた和多田女史が、「工藤、使っていいわよ」と

言って下さり使わせて頂きました。生徒がたちま

ち集まり、私も自分のスタジオが持ちたかったの

で、東急東横線のあざみの駅に小さなスタジオを

開きました。あっという間に生徒が溢れてしまい

ました。その中に大俳優の林隆三氏と奥様の一子

さんが習いに来てくれました。残念ながら隆三氏

は亡くなられてしまいました。ご冥福をお祈り致

します。それから横浜市営地下鉄線：港北ニュータ

ウンの中川駅に広いスタジオを借りたら、そこも

すぐ満杯になってしまいました。そこで 100 坪程

のビルを借り、大・中・小スタジオと事務所を作り

ました。何とすぐに 400 名程の生徒が集まりまし

た。そこでＭＰの時に可愛がって頂いたリチャー

ド・ヴァイア氏とドン・ボームズ氏を訪ねるために

休暇を頂き、ホノルルマラソンも走りに行きまし

た。毎年行っていたので、ヒルトン・グランド・バ

ケーションクラブも買ってしまいました。もし行

かれる方がいらしたらお使い下さい。成田空港も

近いので。買って頂けたら最高です。ヴァイア氏も

亡くなられたので行く理由が無くなったので。年

金生活ですので維持と交通費が大変です。イチロ

ー選手のおっかけもしていたので、バンクーバー

マラソン、そしてシアトルマラソン、マリナーズ球

場に毎年行っていました。更にサンフランシスコ

マラソン、ロサンゼルスマラソン、ニューオリンズ

マラソンここではジャズを聞きにも、ニューヨー

クマラソン、ここではミュージカル観劇にブロー

ドウェイ最高。シカゴマラソンです。それからメル

ボルンマラソンや南アフリカマラソンも。 
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富士山と山中湖が好きで一周 3㎞を 10周していま

した。毎年行っていたので XiV 山中湖も買ってし

まいました。行かれる方があったらどうぞここも

買ってくれる人がいたらいいな。そして横浜校と

甲府校の合同合宿がしたかったので、小淵沢の白

州の山林 200 坪を買いました。残念ながら実現は

出来ませんでした。もうジャングルですね。そして

日産シーマと生徒送迎用の L グランです。車体の

横に Kudo Royal Classic Ballet と入れ街中

を走り回りました。生徒に RAD 教師資格を取りに

ロンドンに行って貰いました。 

かなり先生方も充実してきたので時間を頂き、四

国八十八ケ所のお遍路巡りをさせて頂きました。

25 ㎏の重いリュックを背負い、1400㎞を歩も走り

遍路です。スキーのスックで歌を唄いながら 1 日

50 ㎞で 30日程です。それからテントと寝袋です。

それから東国 33ケ所巡り、1400㎞程、その時に 27

番札所の観音寺に来た時、弘法大師空海様が、「工

藤、銚子の為に尽くしなさい。」というお言葉を頂

き、3階建てビルも買ってしまいました。眺望が最

高です。銚子大橋、利根川、太平洋、大風車、そし

て花火が最高です。西国 33 ケ所 1400ｋｍと秩父

34 か所 100ｋｍここは 2日間で巡りました。 

日本が終わったので、ヨーロッパのパク・サンチャ

ゴ 1400ｋｍにイエス様が招待して下さいました。

1 日目はロッジに宿泊したのですが、私に大変興味

を持って下さり、質問攻めの為に、なかなか出発す

る事が出来なくなり、2日目からは、テント泊にし

ました。サンチャゴ本当に素敵な所でした。そし

て、そこから 100ｋｍ先の大西洋のファンステーラ

迄行きました。名前が本当に魅力的ですね。 

横浜校の先生方も充実し、「私はもういらない」と

言われ、こうして銚子にやっと移り住む事が出来

ました。本当に素晴らしい所ですね。皆様とても素

敵で毎日を満喫しております。これからご指導を

宜しくお願い致します。少年野球を楽しみにして

おります。ご清聴有難う御座居ました。 

 

ポールハリスフェロー表彰 

 

 

 

 

 

 

 

マルチ２回目     

石毛充会長 

 

 

 

【出席報告】  
会員総数 ４０名  出席計算 ３５名  

出  席 ２６名  欠  席  ９名  

出 席 率 ７４．２９％ 

欠席者：淵岡君・熊澤君・木曽君・村田君 

大里君・佐藤君・吉原君・鈴木君 

高橋宏明君 

 

【Ｍ Ｕ】 なし 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

【私の一言】       松本 恭一会員 

次世代を担う君たちへ 

地球に過度な負担をかけ、将来世代につけを

負わせながら無理やり経済成長を目指してきま

したが、それもいよいよ行き詰ってきました。デ

ジタル化はもちろん、SDGs、グリーン化への加

速。新しい資本主義の模索。米中を中心とする国

際情勢などなど。コロナ禍を機に世界は大きく

変化していくことでしょう。 

これからは、自分たちなりの豊かさや幸福感の

物差しを持ち、問題山積みの社会に立ち向かっ

て下さい。そして大変な時期に初孫をありがと

う。 

ニコニコ BOX ￥ 2,000 計 ￥206,000 

スモールコイン ￥ 2,450 計 ￥ 18,850 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 14,735 

希望の風 ￥ ― 計 ￥ 87,050 

１２月２２日・２９日 １月５日の例会は 

定款第７条第１節(ｄ)により休会です。 

次回２０２２年（１月１２日）プログラム 

賀詞交歓会  

「年男の抱負」 

石毛充会長・泉英伸会員・工藤守利会員 

お弁当：入船（幕の内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


