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今週のプログラム 

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 

前回クリスマス例会報告（１２月１５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 

四つのテスト唱和 

ビジター紹介： 

千葉科学大学ＲＡＣ 会長 木原 正稀様 

             金城  旭様 

米山奨学生ﾊﾞﾝﾀﾞｰﾗﾅｰﾔｶ ｼｮﾊｰﾝ ﾏﾙｳｨﾝﾀﾞﾔｽ様 

会長挨拶 
皆さんこんにちは。本日は今年最終の例会とな

ります。時の流れは本当に早いものですね。例年で

すと、家族クリスマス親睦会というスペシャルイ

ベントがありますが、今年も会員の皆さんのウイ

ルス感染予防対策と準備の都合上、残念ですが中

止とさせていただきました。今回は泉親睦委員長

より「通常例会で何とかして会員の皆さんにクリ

スマスの雰囲気を楽しんでいただくことはできま

せんか」ということで、相談し準備を進めて参りま

した。コロナ禍の中、新しい開催の在り方を親睦委

員会の皆さんと考え、この様な形で準備させてい

ただきました。親睦委員会の皆さん、お疲れ様でし

た。 

では、今後のロータリー活動としまして、まず本

日18時より冬の交通安全出発式に参加いたします。

また 17 日(金)16 時より銚子大橋交差点で薄暮時

街頭監視が行われます。皆さん、車を運転される方

が多いと思います。この時期は日没が早く日の出

も遅いことから、夕暮れ時から夜間と明け方にお

ける交通事故が増加する傾向にあります。また、未

だに飲酒運転や飲酒による交通事故が多発し、毎

日のように新聞に悲惨な事故の記事が掲載されて

います。私たちが取り組んでいる監視活動で、交通

事故、飲酒運転が無くなるのを心から願います。 

最後になりますが、今年も残すところあと僅か

となりました。年の瀬は何かと忙しいですが、今年

1年を振り返る節目の時期でもあります。皆さんは、

今年はいかがでしたか。「あの時は良かった。あの

時は少し失敗した」など様々なことが思い出され

ることと思います。 

私はこの 7 月に、伝統と格式高い銚子クラブの会

長を拝命致しまして 6 ヵ月が経過しました。緊急

事態宣言による休会やオンライン例会の開催など

の時、いつも「例会は今日も無事に終わる」と予祝

しつつ毎回反省しています。改めて、半年無事に会

長職を務めることができたのは、心優しく寛大な

心で見守っていてくださる皆様のおかげだと思い

ます。改めて感謝申し上げます。少し早いですが、

皆様におかれましては、来たる寅年が素晴らしい

年となりますよう心からお祈り申し上げます。 

幹事報告 
1. ＲＬＩパートⅠ開催のご案内 

2. 「ポールハリスとロータリー」ご案内 

3. 2021年決議審議会決定報告書 

4. 君津 RC創立 50周年記念式典ご案内 

5. 第１地域 RRFC 12月号 

6. 21学年度米山記念奨学生 1月報告会のご案内 

7. 絆 inモンゴル OP動画再編集視聴のご案内 

8. 米山奨学生卓話のご依頼 

9. ハイライトよねやま２６１ 

…ガバナー事務所 

10. 2020 年度事業報告書送付と基金へのご寄付の

お願い 

…一般財団法人比国育英会バギオ基金 

11. 令和４年銚子商工会議所賀詞交歓会のご案内 

…銚子商工会議所 
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12. 国際交流イベント「World Travel in Choshi」 

…銚子市国際交流協会 

13. 2021 COM CUP 英語・日本語スピーチ大会 

12/19（日）のご案内 

…NPO法人ＢｅＣＯＭ 

【例会変更】 

佐原RC 

12月16日(木)忘年夜間例会 寿茂登 開会18:30 

23日(木)通常開催 

30日(木)取消 定款第 7条第 1節(d)による 

会員の記念日  

創業記念日 寺内 忠正会員(12月 15日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧宮内清次会員 

最後のスピーチの機会をありがとうございます。 

✧阿天坊俊明会員 

銚子商野球部は今年最後の東部大会にて５年ぶ

りに優勝しました。大衆日報に大きく掲載され

ました。今後とも応援よろしくお願いします。 

✧多部田恵子会員 

昨年に開催されるはずでした〔クリスマス家族

親睦会〕の為に、席次表ごとに作った〔幻のサプ

ライズ映像〕を流させていただきありがとうご

ざいます！本日の〔クリスマス例会〕用に全会員

４０名とショハーン君、木原君、事務局お二人の

合計４４名になるように追加させていただきま

した！尚、使わせていただいたお写真は事務局

よりお借りしました。金城さんは残念ながら顔

出しは、マネージャーから？ＮＧとの事でした

ので次回は宜しくお願いします！ 

会員卓話      

「私の青春時代」      Ｔ. Ｈ 会員 
本日は数多の応募者の中

から私をご指名頂き、誠にあ

りがとうございます。選考委

員長である泉親睦活動委員

長には、いつかきっとこのお

返しを…と思っております

ので、どうぞよろしくお願い

致します。という訳で、泉親

睦活動委員長より、 

「田中さんの青春時代の話を聞きたいなあ。」と言

われ、まず思いついたのは、大学卒業後、なぜか指

パッチンでお馴染みの、ポール・牧師匠のお弟子さ

んのお笑い事務所にいた頃の話でした。念のため

言っておきますが、お笑い事務所と言ってもただ

の電話番だったので、誤解のないようよろしくお

願い致します。バブルがはじける前の 20代前半の

私にとって事務所在籍中の出来事は、とても 5 分

では語りつくすことはできませんので、今日はあ

りきたりではございますが、青春と言えば、学生時

代の話をしたいと思います。 

以前にもお話したように、私は商学部で、マーケ

ティングのゼミに所属しておりました。21 人中女

子は 5 人、それでも商学部のゼミの中では比較的

女子が多い方で、「勉強も遊びも 100％」というゼ

ミでした。通常ゼミは週に 1 回なのですが、その

他に週に 4 回のサブゼミがあり、結局 4 年生にな

っても週 5 日学校に通っていました。それだけ聞

くと、ずっと勉強ばかりしていたように聞こえる

かもしれませんが、もちろんそんなことはなく、講

義が休講になれば、雀荘やビリヤードに連れて行

かれ、飲み会に旅行、女子扱いされることはまった

くありませんでしたが、楽しい思い出がいっぱい

です。 

八王子で行われたゼミ合宿では、午後 11時に勉

強会が終わると、それから静岡県にある富士スピ

ードウエイのゲート前まで出掛けて行ったり、当

時カートのレースに出ていた同期の運転で大垂水

峠を攻めに行ったり、夜な夜な出掛けては、翌日は

何事なかったように朝から晩まで勉強会。3日間で

5時間しか寝なかったという、かなりハードな合宿

だったと記憶しております。また、山中湖にあるセ

ミナーハウスでゼミ合宿があった時も、例によっ

て夜の勉強会が終わり、「ちょっとドライブにでも

行こう。」ということになりました。みんなで車に

乗り込み、山中湖の外周を走りに行った時のこと。

みんな免許を取って運転が楽しい頃だったので、

交代で運転していると、私の番が回ってきました。

ハンドルを握り、いい調子で運転していると、前に

なんとも遅い車が…。仕方なく、しばらくの間、車

間距離気持ち狭めでついて行くと、暗い道から明

るい道へ差し掛かかった時、なんとその車がパト

カーだったことが判明。あおったつもりなど毛頭

なかったのですが、それ以来私は、「パトカーをあ

おった女」と言われるようになりました。学生時代

のハチャメチャは、今となっては 2 度とない貴重

な経験と思い出です。私が銚子ロータリークラブ

に入会させて頂いた当時から、違和感なく、楽しく

やってこられたのも、今思えば、学生時代に培われ

たものだったのかもしれません。50 代になった今

でも、会えばすぐに学生時代に戻れる「それが青春

や！」と、声を大にして言いたいです。 

以上、ご清聴ありがとうございました。 
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「やばい、やっちまった！？」 Ｆ.Ｓ 会員 

凡そ１５年前に短期間で

相次いでしでかした大失態

の実話です。２件共に、生理

現象の大（〇〇〇）をもよお

してテンパッテいた状況下

で発生した事件であります。

下手をすればお縄になって

いたかもしれませんでした。 

一つ目は、都心にある某有名ホテルの出入口付近

に位置するトイレで起こした失態で、このトイレは

そのホテル近くにある勤務先の本社で会議がある

際によく使用しておりました。当日も本社で開催さ

れる９時からの大会議に出席の為、いそいそと向か

っておりましたが、途中で大（〇〇〇）を強烈にも

よおしたのでお気に入りの“いつものホテルのいつ

ものトイレ♪”へ一目散に駆け込みました。トイレ

のドアを開けると、ラッキーなことに誰も居らず個

室も空いておりました。「Lucky～！！！」と喜びな

がら、お尻を出していざ・・・・というタイミング

で何やらいい香り（〇〇〇の香りではありません、

香水系の香りです）がしてきました。「え？？？まさ

か？？？」という疑念が先ず湧きまして、続いて甲

高い咳払いのような声が耳に入ってきた瞬間に「や

ばい、やっちまった！？」と疑念が確信にかわりま

した。そうなんです！あろうことか、女性用のトイ

レの個室で踏ん張りだしていたということです。そ

れからというものは、あれだけもよおしていた〇〇

〇は何処へやら、頭の中は如何に自ら招いた苦境か

ら脱するかということで一杯になり、直ちに裸のお

尻を衣類の中に収めました。とにかく誰にも気づか

れずにこの女性トイレから出るしかないので、音が

一切しなくなるまで待ち退出するしかないと覚悟

を決めました。とはいうものの、会議の開始時刻は

迫ってくるし、この時の絶望的な気分は今思い出し

ても言葉に出来ないほどでした。しばらく待って無

音となったことを慎重に確認して「いざ！」と個室

の扉を開けた瞬間に目に入ってきたのが、壁面に設

置された大きな化粧鏡に向かって化粧直しをして

いる最中の女性の👀でした。お互い見つめ合ったよ

うに記憶してますが、相手の女性はびっくりして固

まっていたに過ぎなかったのでしょう。私の方は、

今更慌てるのはかえって状況を悪化させるとの瞬

間的な判断で軽く会釈してゆっくりと女性用トイ

レから出ましたが、内心は「お願いだから、悲鳴上

げないで～！！」であったと思います。悲鳴は一切

あがらず女性用トイレから出てほっとしたら、何処

かへいっていた〇〇〇が突然顔を出したため、慌て

て隣の本来行くべき場所（男性用トイレ）へ再度駆

け込み無事に用を足すことができ、会議にも何とか

間に合うことができました。ただ、自分の中では直

前に起こったことに対する興奮冷めやらず、会社ト

ップの話など一切耳に入らなかったことは言うま

でもありません。それにしても、女性用トイレで出

会った女性への感謝の気持ちは今でも消えており

ません、ご縁があれば是非再会したいものです。 

さて、このような自分でも信じられない失態を

しでかした訳ですが、そう時も経っていないタイ

ミングで今度は場所を変えて同じ失態をしでかす

という呆れを通り越して笑ってしまうような事件

を引き起こしました。しかも今度の場所は、私が新

婦側の主賓を務めていた結婚披露宴会場の女性用

トイレでありました。披露宴が始まり無事に主賓

の挨拶を終えホットしたのも束の間、またあの悪

魔の〇〇〇が顔を出してきたのです。ご存知の通

り、ケーキ入刀、来賓挨拶などあり、中々離席する

タイミングがなく、その間悪魔の〇〇〇とずっと

戦っておりました（要は、テンパッテおりました）。

ようやく新婦のお色直し退場のタイミングが訪れ、

今度は一目散どころではなく脱兎のごとくトイレ

へ一直線に向かい、タッチの差で漏らすこともな

く無事に悪魔の〇〇〇を排除することができ、ホ

ットした時に俄かに複数の女性の声が聞こえてま

いりました。「随分声のでかい女性だな～」などと

のんきな独り言も束の間、数カ月前のデジャブが

発生、「あれ？？ひょっとして？？？」、さらに増え

る女性の声、またしても「やばい、またやっちまっ

た！？」と数カ月前の悪夢が走馬灯のように頭を

駆け巡りました。そうなんです、またしても女性ト

イレの個室で、しかも今度は踏ん張るだけではな

く本当に〇〇〇を出してしまったのです。前回の

悪夢と比べて気づくまでの時間差があったために、

悪魔の〇〇〇と戦う時間が少なくて済んだのは不

幸中の幸いだったのかもしれませんが、前回と同

様にこの苦境から逃れなければなりません。「お色

直しの時間は何分くらいだろうな？？すっきりし

たし、それまで待てば女性達も会場に戻るからい

なくなるよな」とか、いろいろと考えた記憶があり

ますが、結局は「主賓の挨拶もしているし、出席者

の皆さんは俺の顔を覚えているだろうから、個室

から出て顔を合わせても大丈夫じゃないだろう

か・・・・」などという、（妻からよく言われます

が）自分に都合のいいように解釈する（よく言えば

“ポジティブシンキング”、悪く言えば“単に図々

しいだけ”）という性癖により、今度は個室の外に

複数の女性がいることは分かっていましたが、個

室の扉をゆっくりと開けて「すみません、間違いま

した・・・・」と言って堂々と手も洗った記憶があ

ります。想定通りだったのかは不明のままですが、

悲鳴は当然なく、変な視線で見られたような記憶

もありませんし、その後続いた披露宴でも私の失

態が少なくとも私の耳に届くことはなかったので、

決断は間違っていなかったのかなと今でも思って

います。だた、前回と同様に、結構式場の女性トイ
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レでお会いした女性の皆様は事を荒立てることも

なく対応して頂きまして感謝しております。あり

がとうございました。 

P.S. その後は、一切同様の失態は起こしておりま

せんことを念のため、お伝えしておきます。 

「恥ずかしい話」     Ｔ. Ｙ 会員 
40 歳を過ぎたころ東京

の居酒屋で友人と土曜日

に飲食した時のお話。友人

と 5 時ごろ待ち合わせを

し、東京八重洲近くの居酒

屋に行き歓談をした時、手

のひらぐらいのカレーの

唐揚げを注文しました。そ

の唐揚げは骨も全て食することができると店側が

言ったのでその唐揚げを頭からぱくついたとき舌

に痛みを感じました。そのまま飲食を続けたので

すが、舌が気になり自身の歯でその違和感を取り

除こうとしましたが、取れなくそうこうしている

と舌から出血してきました。どうも舌にその骨が

刺さったようです。歯で取ろうとするとますます

中に入っていき、出血がひどくなってきました。 

友人が病院へ行ったほうが良いといったものです

から、店長に「近くに病院は有りませんか？」と聞

くと「あいにく土曜日なので近くの病院はすべて

休業しています。」との回答でした。店長に状況を

説明したところ救急車を呼びましょうとなり、結

局救急車を呼んでもらいました。救急車では血圧、

脈拍測定や問診があり、友人も同乗してもらい病

院へ向かいました。そして、到着した病院は水道橋

の順天堂大学病院でした。病院の待合室には具合

の悪そうな人ばかりで、一番元気なのは私一人だ

ったので気恥ずかしさがありました。 

その時、若いインターンらしき先生が近づいてき

て大きな声で、「誰ですか魚の骨が刺さったと来院

してきた人は？」と呼ばれたので、手を挙げ「私で

す。」と言ったのですが、待合室の人は病人の方ば

かりなので非常に恥ずかしかった記憶があります。

診察室では「どこに刺さったか」との問いに「舌で

す」と回答したところ、何も刺さっていないいない

と言われましたが、私が歯で場所を示すと出血し

たのでそこから骨を抜いてもらいました。１ｃｍ

ぐらいの大きな骨で先生曰くこれは痛かったでし

ょうとの声に、救急車できたことへの申し訳なさ

と、骨が抜けたことにより痛みがなくなった安心

感でほっとしました。先生が記念に骨を持って帰

りますかと言われたので紙にくるみポケットにし

まいました。時間を見るとまだ２０時ごろだった

ので友人に飲みなおしましょうと言って元の店に

タクシーで向かいました。店に戻り店長にお礼を

言って飲みなおしたのですが店長はなんとも言え

ない顔をしていたのが印象的でした。 

「宇宙人と遭遇した話」 Ｍ .Ｋ 会員 
 私の趣味は、星を見るこ

と、特に星の写真を撮るこ

とです。君ヶ浜、犬岩の駐

車場、地球展望館の敷地内

などに出没し、時間は対象

によりまちまちです。 

 あれは忘れもしない去

年１０月２５日のこと。冬

の星座が水平線から上った姿を撮るために、22 時

半頃君ヶ浜に到着し、23 時にシリウスが姿を現す

まで何枚か試し撮りをしていました。海岸には車

もなく私一人だけのはずです。がしばらくして何

気なく振り返ると、人がぼっーと立っているでは

ありませんか。長身細身、ニット帽を被り明らかに

日本人ではない顔、申し訳なさそうに微笑んでこ

ちらを見ています。片言の英語と日本語で会話を

した結果、ペルー人であること、現在は船橋に住ん

でいること、ここへは車ではない方法で日の出を

見る目的で来たこと等が分かりましたが、同時に

星についても非常に詳しい方でした。 

 そのうちシリウスが上ってきましたが、そのシ

リウスと灯台をバックに自分の写真を撮ってくれ

と言われ２枚だけ撮りました。その後三脚のカメ

ラの向きを星座の方向に変えた十数秒後、振り返

るとその方はもういません。狐につままれた気分

（実際につままれたことは無い）でしたが、登場の

仕方と急に消えた不自然さを考え、宇宙人しか考

えられないという結論に達しました。 

 人間生きていると時々不可解なことに出くわし

ますが、皆さんはどうでしょう。思い切って宇宙

人？の写真公開します。 

  

 

 

 

「ここだけの話」    Ｉ. Ｍ 会長 
皆さんこんにちは。志向

を替えてのクリスマス例会

はいかがでしょうか？今回、

泉親睦委員長の発案により

「ここだけの話」とテーマ

し、普段聞けない・言えない

話をお題に、皆さん興味深

い内容を話してくださると

期待しております。本当に楽しみですね。先日触れ

ましたが、私、結婚 40周年を迎えましたので、そ

の出会いを思い出しながら当時のことを少し話し

たいと思います。あくまでもここだけの話ですよ。

初めて会ったのは 17才、高校 2年生。旭駅前でし

た。当時の場面は今でも覚えています。妻は友達と
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二人で来ましたね。僕から声をかけまして、それが

新たな人生の始まりとなったわけです。その後、結

婚するにはまだ早いと双方の両親に大反対されま

したが押し切って、私が 19 才、妻が 20 才で結婚

式を挙行。当時の気持ちは、お恥ずかしいですが

「一緒にいたい！」という思いだけでした。若かり

し頃の熱い想い…。それから 40年。 

今改めて思うに、夫婦円満の秘訣は妻からの話

を「うん、うん、そうだね、大変だったよね」と共

感し、聞き役に徹することだと思います。…思いま

すが、これは本当に難しいですね。今は人生 100年

という時代です。これからも一緒にいられるとい

う幸せに心から感謝し、結婚 80周年を目指しがん

ばります。 

「感謝」～退会にあたって～ 

元幹事 宮内清次会員 

 皆さん、こんにちは。

コロナ禍にあって、昨

年のクリスマス家族親

睦会は中止となってし

まいましたが、親睦活

動委員の皆様のご努力

により、本日 2 年ぶり

に趣向を凝らしたクリ

スマス例会が開かれま

した。このような晴れがましい席に私の退会のた

めにスピーチの時間を下さいまして、本当にあり

がとうございます。会員の皆様に心より感謝申し

上げます。目の病気のことについてはかねがね申

し上げてきましたが、進行性の難病であり、クラブ

活動の上ではこの辺が限界だと考えました。 

 私は 1983年（昭和 58年）、伝統と格式のある本

クラブに、水産会社の大崎昭一氏と、松本恭一会員

の父である英一郎氏とともに入会しました。今年

で在籍 39 年になります。入会の翌年の 3 月 11 日

には、小原美紀ガバナーを擁して、地区大会が銚子

で開催され、その準備に忙殺されたことは今でも

鮮明に覚えております。そして、1985 年のつくば

万博では、会場にロータリークラブの例会場ブー

スがあり、横須賀ロ―タリークラブをはじめ数ク

ラブ合同で行われた例会での点鐘がとても印象的

でした。思えば、右も左もわからないまま入会して

短期間のうちにロータリーの奥深さを肌で感じる

ことができました。 

また、伊藤浩一会長年度の新年最初の例会で 

「宮内さんは還暦で、年男だから。」という理由で

会長から直々に乾杯を仰せつかりました。当時会

員が 70 名以上いる中で、「私を頼ってくれる人が

いるんだなあ。」と、感謝の気持ちで即座にお受け

しました。 

また、猿田先生との思い出も尽きません。例えば

先生がガバナー補佐だった時に、私は補佐幹事で

した。そして、翌年、先生が地区職業奉仕委員長に

なった時も、二人三脚で先生のお供をさせて頂き

ました。私の成長に重要な役割を果たしてくれま

した。 

 今、この壇上から見る景色は、入会当時とだいぶ

違います。底に流れる緊張感は今も変わらないと

思いますが、特に女性会員の華やかさは心を和ま

せてくれます。中でも、櫻井公恵会員はロータリー

三世で、佐藤直子会員はロータリー二世です。最初

の女性会員は、日本生命の向後里子さんでした。そ

して、6番目の女性会員として入会したのが多部田

恵子さんでした。奇しくも、字は違えども同じ「さ

とこ」であることにとても縁を感じます。そして、

女性会員の活躍と相まって2020年には銚子ロータ

リークラブ第 64 代目で初の女性会長 田中英子会

長が誕生しました。 

去っていく人がこのようなことを言うのも恐縮で

すが、創立 70周年に向けて、クラブからガバナー

を擁立することも考えるべきでしょう。銚子クラ

ブは人材が豊富です。この上は、女性会員のお力を

お借りするのも選択肢に入るのではないでしょう

か。 

ウィズコロナで社会の態様が確実に変わると思

います。それでもロータリークラブはこの 2 年間

のオンライン例会や、ハイブリッド例会など、時局

を確実に捉え、今日に至っています。ロータリーの

徽章の歯車は永遠に回転していくことを私は信じ

て疑いません。 

最後になりましたが、会員皆々様のご健勝をご

祈念するとともに、クラブの永遠のご発展を心よ

りご祈念も申し上げます。 

長い間、本当にありがとうございました。心より

感謝申し上げまして、スピーチと致します。 

 

 

 

 

 

 

12 月をもって退会される宮内会員へ記念品贈呈  

 

 

 

 

 

佐藤会員より 

花束贈呈 
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千葉科学大学 RAC助成金・米山奨学金交付 

 

 

乾杯のご発声 

小田島パスト会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出席報告】  

会員総数 ４０名  出席計算 ３９名  

出  席 ３４名  欠  席  ５名  

出 席 率 ８７．１８％ 

欠席者：廣瀬君・木曽君・吉原君 

鈴木君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】 

12/15交通安全出動式 石毛君・大里君 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/17薄暮時街頭監視（参加 7名） 

淵岡君・石毛君・工藤君・松本君・大岩君 

櫻井(公)君・寺内君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 6,000 計 ￥212,000 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 18,850 

米山 BOX ￥ 3,100 計 ￥ 17,835 

希望の風 ￥ ― 計 ￥ 87,050 

銚子 RC クリスマス例会 2021/12/15      会員 34 名 RAC2 名 米山奨学生 1 名 

泉親睦活動委員長・委員の皆さん 

準備・設営 大変お疲れ様でした。 

 

次週（１月１９日）プログラム 

「銚子市長卓話」 

銚子市長 越川 信一様 

お弁当：膳（幕の内） 

 

 

 

 


