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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 

「銚子市政について」 

銚子市長 越川 信一様 

前回例会報告（１月１２日） 
点 鐘： 石毛 充会長 

国歌君が代斉唱 

ロータリーソング：奉仕の理想  

四つのテスト唱和 

ビジター紹介： 

銚子東ロータリークラブ 澤田 武男様 

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 

（米山奨学金交付） 

 

 

新年第一例会 乾杯      

大岩將道パスト会長 

 

会長挨拶 

新年明けましておめでとうございます。会員

の皆様におかれましては、今年のお正月もご家

族と一緒に楽しく健やかに新しい年をお迎えの

こととお慶び申し上げます。 

私は一昨年父親の葬儀があり昨年は新年を喜ぶ

のを控えましたが、今年は家族全員で新しい年

を迎える事ができました。孫で、中学生の双子の

女の子に「あけましておめでとうございます」と

言うと、「あけ、おめ」と二人からの挨拶。「あけ

ましておめでとうございます」を略して言うそ

うです。たとえば、皆さんがよく使うボールペン

がボールポイントペン、食パンが主食用パン、切

手が切符手形といったように、普段使っている

言語を振り返ってみると、なんでも略してしま

っており、本来の正しい言い回しをしないと美

しい日本語が失われてしまうのではないかと思

います。ですが、略語なしではやっていけない現

実があることにも気づかされます。同じ内容を

より短い語形で言い表すことで、効率的に情報

伝達を行えるということは好都合です。 

ちなみに孫との LINE の返信で「あざ」=ありがと

うございます、だそうです。究極の略語で「り」

の一文字が帰ってきます。これは「了解」しまし

た、ですね。流行りの若者言葉について行けない

歳になったのかと思うこの頃です。 

最後になりますが、昨年 7 月に銚子ロータリー

クラブの会長に就任させていただき半年が過ぎ

ました。私の任期もあと半年です。最近ではまた

新たに市内でコロナ感染者が報告されています。

今後の状況の中「今、何ができるか」を柔軟に考

え、会長として精一杯務めさせていただきます

ので、引き続きご指導とご参加をお願いします。

また会員皆様にとって幸多き一年となりますよ

うご祈念申し上げます。 

第 7回定例理事会報告 
１）1月２月３月プログラムの件     …承認 

２）クリスマス例会決算報告の件     …承認 

３）合同例会予算案の件      …継続審議 

1/25(火)銚子プラザホテル 点鐘 18時 30分 

４）君津 RC50周年の件         …承認 

５）RLI  10周年の集いの件       …承認 

６）RYLAの件             …承認 

７）地域環境保全副委員長後任の件    …承認 

熊澤会員へ依頼 
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８）RI会長杯ワールドゴルフ大会の件  …承認 

幹事報告 
【週報拝受】小見川ＲＣ、銚子東ＲＣ、旭ＲＣ 

八日市場ＲＣ、館山ＲＣ 

ブランドニュース：2021年 12月 

…ＲI 

1. ロータリー文庫デジタル化済資料廃棄の件 

2. コーディネーターニュース 2022年 1月号 

3. 風の便り Vol.7 No5 (通刊 87号) 

4. 2022-23年度補助金管理ｾﾐﾅｰ開催のご案内 

5. ＲＬＩ １０周年記念の集いのご案内 

6. 3委員会合同ｾﾐﾅｰ開催のご報告と御礼 

7. 地区関係負担金下期お振込みのお願い 

8. 財団室 NEWS 2022年 1月号 

9. 日本事務局「年末年始休業」と「在宅勤務継続」

のお知らせ 

10. バギオだより第 88号の送付 

11. 第 2790地区ガバナー月信 1月号送付のご案内 

12. RI 会長杯ワールドゴルフ大会ご案内アンケ―

トのお願い 

13. 2022年 1月ロータリーレート １ドル＝115円 

14. 2022年決議審議会決議案提出のお願い 

15. …ガバナー事務所 

16. 『ロータリーの友』女性会員アンケート実施

ご協力のお願い 

17. 年末年始業務と 1月のコロナ対策のお知らせ 

…一般社団法人ロータリーの友事務所 

2021ＣＯＭ ＣＵＰ英語・日本語スピーチ大会御礼

及びご報告 

…NPO法人ＢｅＣＯＭ 

【例会変更】 

佐原ＲＣ 

1 月 13日(木)休会 

定款第 7条第 1節(d)により取消 

旭ＲＣ 

1 月 28日(金)夜間例会点鐘 18時 30分 なみ川 

小見川 RC 

1 月 19日(水)クラブ協議会 

26日(水)香取神宮参拝例会（11時 15分現地集合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員の記念日  

 

佐藤直子会員(1月 8日) 石毛充会長(1月 5日) 

廣瀬修一会員(1月 5日) 

結婚記念日 鈴木 達也会員(12月 25 日) 

入会記念日 石毛  充会長(1 月 6日) 

 阿天坊俊明会員(1 月 8日) 

信太 秀紀会員(1月 8日)  

島田洋二郎会員(1月 10日） 

      佐藤 直子会員(1 月 11日) 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧大ニコニコ 髙瀬幸雄会員 

一般社団法人電気通信協会より昨年 12 月 15 日

に電気通信産業功労賞を受賞しました。 

✧石毛充会長 

1/5還暦となりました。見た目若いですネエと言

われる６０代を目指します。 

 

＝年男の抱負＝   

石毛 充会長 

こんにちは。年男の抱負…私にとっての一番

は、銚子ロータリークラブの会長の職務を 6 月

の年度末まで遂行することです。 

最近考えるのは、今年で 5回目の年男、1回目は
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12 歳、確か昭和 49 年銚子商業高等学校が夏の

甲子園で優勝し、干潟駅前で凱旋パレードを見

に行った思い出。また中学に入学した年で色々

なことに興味があり、アイドルの写真を枕の下

に置いて夢に出て欲しいと願ったり。体育祭の

フォークダンスの曲も思い出ですね。唯一女子

と手をつなげる「オクラホマ・ミキサー」あの子

と踊れる、と思うとドキドキしたのを思い出し

ます。たまに男子とペアになって踊ったり、また

やたら強く手を握ってくる女子に「俺に気があ

るのかなあ」と思ったり。一番残念なのが、次に

あの子だ、という時に曲が終わってしまったこ

と。皆さんも同じような経験があると思います。 

そして、なんと 4 回目の寅年の 1 月に銚子ロ

ータリークラブに入会させて頂きました。あれ

から 12 年。会員の皆様にたくさんのご指導ご教

授を頂き、現在会長として皆さんの前に立つこ

とができるようになりました。少し成長した自

分に心から嬉しく思います。同じ事の繰り返し

になりますが、今年一年どうぞ宜しくお願い致

します。 

 

泉 英伸会員 

明けましておめでとうございます。今年も宜

しくお願い致します。今年５回目の年男となり

ます。 

忙しい忙しいと言い訳を言わずに限られた時間

の中で 

やりたい事はやる！ 

行きたい所へ行く！ 

知りたい事を知る！ 

これからの人生はできるだけ後悔しないように 
時間を大切に過ごしたい。 

あと！残りの人生でギターを弾きたい！ 

 

 

 

 

 

工藤 守利会員 

新年明けましておめでとうございます。本年

も宜しくお願い致します。私のビルの前の女性

が東京から里帰りしてまして、この正月３ヶ日

バレエを教えて欲しいとの事で、御教授させて

頂きました。このビルでバレエをこんなに早く

教える事が出来、夢が現実となり、とても感激致

しております。そしてその子が、守利の名前は○利

根川を○守るんですよ！正にこの銚子の為に来た

んですね。弘法大師空海様の導かれるままにな

っております。 

私の理想を伝えるには、３２大学英語劇連盟の

時に演じたラ・マンチャの男が一番適切と思わ

れるので歌わせて頂きます。 

ラ・マンチャの男 

夢は実りがたく 

敵は数多なりとも 

胸に悲しみを秘めて 

我は勇みてゆかん 

道は極みがたく 

腕は疲れ果つとも 

遠き星を目指して 

我は勇みてゆかん 

これこそ我が定め 

汚れ果てしこの世から 

正しきを救う為に 

いかに望み薄く 遥かなりと 

やがていつの日にか 

力満とて  

永遠の眠りにつく その時まで 

たとえ傷つくとも  

力振りしぼりて  

我は歩み続けん   

あの星の許へ！ 
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1 月分米山奨学金交付 

 

 

 

 

 

 

ロータリーの友 1 月号のご紹介 

大里忠弘クラブ研修・情報委員長 

職業月間にあたりシェカールメータ RI 会長は 

ロータリーの草創期、基本理念の一つに世界で良

いことをするには、それぞれの職業を生かすこと

であった。新型コロナ禍の中、特に女性と若者の

間で失業率が高まりそうなので、失業した人々に

再就職の訓練等の奉仕をしていかなければならな

い。 

p12 コロナ禍における私の職業奉仕 

コロナ禍のペットブームについて 

p29 ロータリーの親睦 

親睦はロータリー成長の土壌である。ロータリー

における親睦は  

fellowship 志が同じ者同士の仲間意識 

縦 p13 私の一冊 

私も読みました。痛快。 

縦 p 18  

ロータリーを知る肝とカラクリ 

横 p19 

コロナで知ったロータリーの良さ。他人事じゃな

い。 

【出席報告】  
会員総数 ３９名  出席計算 ３６名  

出  席 ２５名  欠  席 １１名  

出 席 率  ６９．４４％ 

欠席者：馬場君・廣瀬君・五十嵐君・飯島君 

木曽君・村田君・大里君・信太君 

吉原君・鈴木君・高橋宏明君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｍ Ｕ】 

1/18 銚子東 RC 石毛君・宮内(秀)君・高橋君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

【私の一言】       小田島 國博会員 

人生１００年時代、私は１７年７か月後、 

１００歳になります。今後は、楽しくシンプル

ライフを送るため、ロータリー４つのテストを

実践し、体力、知力、心を高めることが私の夢

です。  

体力を例に挙げるなら、現在、ゴルフの腕前

は１１０前後です。猿田会員と楽しく競うゴル

フに興じています。１００を切ったらニコニコ

を出します。乞うご期待。 

皆様、叱咤ご指導をお願いいたします。 

ニコニコ BOX ￥24,000 計 ￥236,000 

スモールコイン ￥ 2,200 計 ￥ 21,050 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 17,835 

希望の風 ￥20,100 計 ￥107,150 

次週１月２５日(火)合同例会は延期 

  翌２６日(水)例会は休会となります。 

次回は２月２日(水)プログラム 

「趣味と実益」 村田 等会員の卓話です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


