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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 

「五大奉仕委員会 中間報告」   

髙瀬 幸雄クラブ奉仕委員長 

佐藤 直子職業奉仕委員長 

淵岡 彰介社会奉仕委員長 

寺内 忠正国際奉仕委員長 

櫻井 公恵青少年奉仕委員長 

前回例会報告（３月９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 

本日の進行は 

副 SAA  

多部田会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 

皆さん、こんにちは。先週関東地方で春一番が

吹いたと発表がありました。と同時に花粉が飛

ぶ量も増え、コロナ感染対策、花粉対策としっか

り心がけましょう。 

さて、今月は水と衛生月間です。私たちクラブ

の地元銚子市は海に囲まれています。海と言え

ば、しょっぱい海水…その海水に含まれている

塩のお話をします。日本では 1 年間で約 800 万

トンの塩が使われています。その中で国内生産

量は約 100 万トンです。全国約 9 割以上の県で

様々な形で精製され、残り 700 万トンは海外か

らの輸入に頼っており、世界第 3 位の輸入国な

のです。塩といえ食べるだけではありません。カ

セイソーダ、ガラス、プラスチック等に使う基礎

材料も含まれます。また、コップ 1 杯の海水で

できる塩の量は約 5〜6g、1t では約 10kg とも

いわれています。 

ここで質問です。皆さん、塩には賞味期限があ

るか、ないか。実は、塩は無機質の固まりで、腐

敗菌が生きる為の養分がないので、賞味期限が

ないのです。自分の体に塩、ミネラルが足りてい

るかどうかを調べる簡単な方法があります。

500ML のペットボトルに塩 4g を溶かします。 

これは人間の体液と同じといわれます。 

朝起きてキャップ 1 杯を飲んで、味を感じない

時は、体にミネラルが足りていない状態と言え

ます。逆にしょっぱいと感じる時は足りている

ということになります。食事の際に塩分を多め

にとるか、塩分控えめにするかを決める判断に

してはいかがでしょう。季節の変わり目です。美

味しい食事を毎日いただき、免疫力を高めてい

きましょう。 

最後になりますが、今月 11 日で東日本大震災

から丸 11 年を迎えます。震災直後、自分にでき

る支援を模索し、エネルギーや資源の浪費の改

善に取り組んだ方も多かったと思いますが、私

自身その思いが薄れてきています。自然災害は

必ず起こるものと認識しましょう。当時支援に

行き現地に立ち、あたり一面を見た時のあの想

いを忘れてはなりません。あのときの心が凍る

ような衝撃を、震災の爪痕を、風化させることの

ないよう意識を持ち続け、日頃から防災への意

識を高めてまいりましょう。 

 



−2− 

3/2 臨時理事会報告 
１）ウクライナ支援の件    …承認 

２）トンガ王国海底火山噴火による災害の件          

…承認 

 

幹事報告 
1. ＲＩ会長杯ワールドゴルフ大会のご報告 

2. ロータリー全国囲碁大会案内状配布のお願い 

3. 迷惑メールのご注意勧告 

4. 2021 学年度公益財団法人ロータリー米山奨学

生終了式歓送会について 

5. ウクライナ支援について 

6. トンガ王国海底火山爆発クラブ支援のお願い 

7. RYLAセミナー延期開催のご案内 

…ガバナー事務所 

8. 会長エレクト研修第 1日目開催変更について 

…ガバナーエレクト事務所 

【例会変更】 

旭 RC  

3/11(金)18(金)休会 

八日市場 RC 

3/8(火)15(火)22(火)休会 

銚子東 RC 

3/15(火)短縮例会 12：30～13：00 

佐原RC 

3月3日(木）→ 定款第7条第1節(d)により取消 

3月17日(木）→ 13日(日)会員基盤向上セミナー

に振替（13:30点鐘 会員はZOOMによる参加） 

※ 3月10日、24日、31日の例会は会食なし 

（弁当お持ち帰り） 

佐原ロータリークラブ 3月度例会変 

 

 

 

会員の記念日  

結婚記念日 田中 英子会員(3月 6日) 

創業記念日 泉  英伸会員(3月 9日) 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧大ニコニコ 石毛 充会長 

先日、公立高校の入試発表が

あり、以前クリスマス会に一

緒に参加しました双子の女

の子の孫がそろって無事、市

立銚子(お山)に合格しまし

た。 

 

✧大ニコニコ 寺内 忠正会員 

3/3 263回両 RCゴルフ会 優勝 

3/6 220回商工会議所ゴルフ 3位 となりまし

た。これもコツコツため

た HC とゴルフを指導し

ていただいている銚子

RC の会員皆様のおかげ

です。これからもよろし

くお願いいたします。 

 

卓  話 

「昭和～平成～令和へ 人が紡ぐ伝統芸能」  

金島 弘会員 
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和奏 おみこしを くみたてているの？ 

愛莉 平成感謝祭の準備の様子だね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和奏 みこしは じゅんびが たいへんなんだね。 

弘  下準備が大変なんだよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛莉 じいちゃん。ひびき会は、いつ、どうして

できたの？ 
弘   

そうだね。1976年、昭和 51年 4月にアメリカ建 

国 200年祭に招待されて、当時千葉県議会議員 

佐藤幹彦先生と、銚子郷土民謡親友会、金島孝一 

会長、会員 7名と、江戸祭委員会総勢 80名でア 

メリカへ渡ったんだ。 

ジャンボ神輿を飛行機に乗せて、ロサンゼルス

ドジャーズ球場、サンフランシスコ桜祭りに参

加して、日本のお祭りを披露したんだよ。帰りの

飛行機の中で、佐藤先生が、おはやしが各町内に

ひびき渡るようにと思いを込めて、ひびき連合

会と命名してくださったんだよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和奏 みこしはいつできたの？ 
弘   

昭和48年に東京千住の横山尚一さんと千祭会の 

会員で制作したんだよ。昭和 49年にニューヨー 

ク、51年に建国 200年祭、平成 15年にインドネ 

シアジャカルタに渡航したんだよ。平成 26年に 

リニューアルして今のひびき連合会の神輿にな 

ったんだよ。 

愛莉 終わって神輿をしまうのも大変なんだね。 

弘  神輿蔵と手入れが必要なんだよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

和奏 こんどは なにをしているところ？ 
弘   

８月のひびき連合会大盆踊り大会の準備をして 

いるんだよ。 

愛莉 ひびき会の盆踊りはいつからあるの？ 
弘   

第 1回の大盆踊り大会は、昭和 54年の 8月の最 

終に銚子市体育館前広場で、手作りの 100平方 

メートルの舞台を、各会員が負担して作って行 

われたんだよ。平成に１度舞台を直して、平成 

23年 8月からは開催場所をイオン銚子に移して、 

今年、令和元年舞台をすべて新しくしたんだよ。 

和奏 じいちゃん いまとこえが ちがうのはな

んで？ 

弘  そうだね。お祭りと選挙活動で大声を出

していたからかな。 

愛莉 ひびき会にはどんな思いがある？ 

弘  アメリカ建国 200 年に参加した 1 人とし

て、みんなで楽しくおはやしを続けて、元

気な銚子にしてくれればいいな！二人も

頑張ってね。 
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【出席報告】  
会員総数 ３９名  出席計算 ３６名  

出  席 ２７名  欠  席  ９名  

出 席 率 ７５．００％ 

欠席者：馬場君・木曽君・宮内(秀)君 

村田君・大里君・佐藤君・吉原君 

鈴木君・高橋宏明君 

 

【Ｍ Ｕ】  

3/12会長エレクトセミナー 髙瀬君 

3/13米山終了式      大里君 

 

【ニコニコ】 

  

 

 

 

 

 

【私の一言】      杉山 俊明会員 

昨年の大晦日、嫁いだ娘が外孫を無事出産、昨

年 2 月に妻を亡くし、直後の妊娠だったので、

え！生まれ変わり？女の子だったらちょっと怖

いものがと嬉しさと複雑な気持ちで待つこと十

ヶ月、生まれた子は男の子、少しホッとする！名

前は絃斗（おと）君、弦楽器の音色のように優美

で人を引き付ける魅力のある人に、星空のよう

に壮大で、広い心を持つ人 と言う意味らしい。

この先、どこまで見守れるかはわからないが、元

気に育ってほしいと思う。私にとっては突然の

別れと新しい命との出会いの十ヶ月、まさに人

生の縮図のような年でした。 

 

 

 

 

 

 

 

3月 13日(日)開会点鐘 13：30 

オンラインＺｏｏｍにて開催されました。 

 

 

 

 

第 9 グループ 

ガバナー補佐 

 

 

13：45講 演 
「支援の現場で学んだ ひと・チーム・ 

世界の考え方」 

NPO法人テラ・ルネッサンス 

理事・創始者 鬼丸 昌也様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次年度第 8グループ信太秀紀ガバナー補佐  

ご挨拶 

ニコニコ BOX ￥24,000 計 ￥326,000 

スモールコイン ￥ 2,400 計 ￥ 28,870 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 26,435 

希望の風 ￥ ― 計 ￥159,450 

次週（３月２３日）創立記念例会プログラム 

「創立 50周年・60周年を振り返って」 

第 50代会長 杉山 俊明会員 

第 60代会長 島田洋二郎会員 

 

お弁当：茂利戸家（鰻重） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８・９グループ合同会員基盤向上セミナー 


