
例会場 銚子商工会館５階大会議室（銚子市三軒町 19-4）  

TEL0479-23-0750 FAX0479-25-8789   

Email  d2790@choshi-rotary.club  HP  https://www.choshi-rotary.club 

◇第 65 代会長 石毛 充 ◇副会長 髙瀬幸雄 ◇幹事 須永清彦 

 

      
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 

「ロータリーの時代を語る」 

2021-22年度ガバナーノミニー 鵜沢 和広様 

（千葉若潮 RC） 

 

前回創立記念例会報告（３月２３日） 
点 鐘： 石毛 充会長 

ロータリーソング： 四つのテスト 

ビジターなし 

会長挨拶 

皆さんこんにちは。最近寒暖の差が大きいで

すね。私が中学生の時「3日ほど寒い日が続いて、

次に 4 日ほど暖かい日が続く。これを繰り返し

ているうちに、やがて本格的な春がやってくる。

これを『三寒四温』というんですよ」と教えても

らいました。確かに、春先は寒さと暖かさが交互

に繰り返す季節の変わり目です。また、先日「ま

ん延防止等重点措置」が解除されましたが、引き

続き感染予防対策を行ない、体調管理には充分

に気をつけて下さい。 

さて、まだまだマスク着用の生活が続くと思

いますが、今はマスク越しでの会話にも慣れ、今

まで通りのコミュニケーションがとれるように

なりました。それでも、相手の顔半分が見えない

ので表情が分かりづらいですが。盲導犬訓練士

の学生さんが言ったことです。盲導犬の訓練士

は、何かを教え込むというより一緒に遊んで、犬

も遊んでもらっているのだ、という感覚が大切

なのだそうです。こちら側が笑顔でいるように

すると犬も嬉しく楽しい様子を示します。動物

に対しても笑顔が大事ということですね。 

たとえば、サングラスをして笑っている人間と、

マスクをして笑っている人を見て皆さんどう思

いますか。サングラスをかけている人は、口元が

見えます。「よく口角を上げて笑って下さい」と

言います。口元で判断しますよね。また、「目は

口ほどに物を言う」と言います。マスクをつけて

いれば、表情の変化が分からない、目からは感情

が伝わりにくいと考えます。そこで皆さん、さ

あ、マスクの中で大きく笑ってみてください。 

少しですが目の表情が変わります。また表情が

足りない分、言葉にしてみるのも良いと思いま

す。普段「ありがとう」というところを「いつも

ありがとうございます」と言うように、マスク越

しなので伝わりにくいことを考慮し、少し気持

ちを乗せた言葉で積極的に伝える事で印象が変

わってきます。また、声も少しトーンを上げるだ

けで好感がもてます。コミュニケーションも一

方通行ではなく両方向に通わせたい。相手も同

じ気持ちになれたら嬉しいですね。 

最後になりますが、会話の中で、相手に丁寧に

伝えることを心がけ日々を過ごしていけば、い

つかマスクを着けなくても良い時が来たら皆さ

んの表情が今以上に豊かになっているのではな

いでしょうか。待ち遠しいですね。 

幹事報告 
1. ＲＬＩパートⅢ開催のご案内 

2. 地区大会記念ゴルフ大会ご案内 

3. 君津 RC例会場の変更のお知らせ 

4. 災害支援基金寄付のお願い 

5. ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰﾆｭｰｽ 2022年 4月号 

6. 第 7回日台親善会議福岡大会のご案内 

…ガバナー事務所 

7. 地区研修・協議会のご案内 

8. ﾛｰﾀﾘｰ平和ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ申請ﾌﾟﾛｾｽ変更について 

…ガバナーエレクト事務所 

9. 創立 60周年記念式典中止のお知らせ 

10. 創立 60周年記念ゴルフ大会ご案内 

…八日市場 RC 
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11. ＣＩＭＡニュース 2022年 3月号 

…銚子市国際交流協会 

会員の記念日  

 

杉山俊明会員       髙瀬幸雄会員 

(3 月 23日)        (3月 23日) 

大岩 將道会員(3月 20日) 

 

結婚記念日 村田  等会員(3月 18日) 

須永 清彦会員(3月 21日) 

創業記念日 松本 恭一会員(3月 23日) 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧杉山 俊明会員 

本日誕生日お祝いありが

とうございます。今夜は子

供達が誕生会を開いてく

れるそうです。 

 

 

✧馬場 千誉会員 

本日で銚子ＲＣ卒業

です。短い間でしたが、

ありがとうございま

した。 

 

 

 

卓  話 

「創立５０周年を振り返って」 

第５０代会長 杉山 俊明会員 
ご存じのように、銚子ロータリークラブは１

９５７年３月２３日に地区内８番目のクラブと

して創立されました。 

本日は、創立５０周年について話せと言う事な

ので限られた時間の中でお話をさせて頂きます。 

創立５０周年は、今から１５年前の２００７年、

平成１９年に迎えました。とは言え皆さんには

ピンとこないかもしれません、と申しますのも

当時の５０人の会員の内、現在在籍している会

員は１３人になってしまいましたから。 

まずはどんな年だったか掴みにくいと思いま

すので当時の社会世相は、安倍首相が参院戦で

惨敗し突然辞任し、サブプライム問題で世界金

融市場が混乱した年であり、中越地震があった

年でもあります。 

ロータリーではRI会長はウイリアム・ボイド氏、

２７９０地区は市原の白鳥ガバナー、この方は

２年連続ガバナーをなさった方でした。そして

ガバナー補佐はわがクラブの猿田会員でした。 

さて、５０周年を迎えるに当たり、前年度準備

委員会兼当年度実行委員長であった故織田会員

を中心に周年事業を話し合った結果、①専門委

員会だけでなく会員全員の共有事業とする。 

②通常の周年事業とは違い手づくり感を出す。

③記念誌を当日来訪者に渡せるようにする。等

を確認しました。実は言葉では簡単ですが実際

は大変な作業となりました。結果、会員の皆さん

は２年間通常の委員会の他に３部会７委員会に

所属することになり、記念公演は前年度開催い

たしました。 

また、５０周年のテーマは「創造への挑戦」と

しました。其の意味する所は、ポールハリスの言

葉に「ロータリーは世界と共に変化して成長し

ていかなければならない」があり、それは常に新

しい創造力とその変化に挑戦する気概が必要と

考えたからであり、５０周年を迎えるにあたり、

銚子ロータリーの足下を見つめ、今後の方向を

考え、時代の流れの中で現状を把握し、本来ある

べき姿を描き活動展開をする時と考えたからで

あります。 

次に記念事業ですが、一つに、提言事業として

白石貯水池の市民公園化を当時の岡野市長に提

案いたしました。直接的な作業としては現地に

桜の植樹とポールハリスの月桂樹の植樹を行い
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ました。二つには、記念誌の発刊です。この記念

誌は地方の一クラブがよくこんな事出来たね、

というものでありました。それはロータリー情

報アンケートの記事で、３人の RI会長、地区の

１０人のパストガバナーが直に設問に答えて頂

いているからです。今でも非常に参考になりま

す。興味のある方は是非ご覧ください。三つに

は、前述したように、前年度開催された、ロータ

リアンでもあり世界有数のシェアを誇る千寿ス

プリンクラー株式会社を創業した佐藤千寿氏の

講演会です。氏はガバナーを経験し台湾の李登

輝氏との親交もあり、ロータリーに関する著書

も多く、多くのロータリアンがその影響を受け

ている方です。 

最後に式典ですが、寒い中交通整理、駐車場係

の会員や来訪者をお迎えして頂いた会員の奥様

方等云、手造り感満載でした。中でも祝賀会でデ

ビューした会員と家族の有志で結成された合唱

団コーロハモンティアーしたのは真骨頂であり、

以来指導者である科学大学の坂本会員が岡山に

移動になるまで十数年も全国大会に参加する程

活動するとは考えもしませんでした。 

さらには、この周年を機に銚子ロータリーは

更に注目される事になりクラブ二人目のガバナ

ーを輩出することになるとは思いもしませんで

した。 

「創立６０周年を振り返って」 

第６０代会長 島田洋二郎会員 

（代読 石毛 充会長） 

本日の例会に欠席し、皆様には申し訳ござい

ません。現在この時間、群馬県桐生市におりま

す。木曾会員、馬場会員には本日をもって退会を

されるということですが、のっぴきならない用

事でお会いできません。今後ともお体に気を付

けられ、益々のご活躍を祈念申し上げます。 

さて、「創立 60 周年を振り返って」というお

題を頂戴しましたが、まだ5年前のことですし、

多くの皆様が参加された式典ですので記憶に新

しいことと思います。その後に入会された方々

には、クラブ入会の際、「銚子ロータリークラブ

創立 60 周年記念誌“新たな一歩”」をお渡しし

てあると思います。また、60 周年実行委員会で

事業部会・部会長をお願いした金島さんが作っ

て下さった DVD がユーチューブに流されていま

す。「銚子ロータリークラブ創立 60 周年」で検

索して頂ければ当時の様子がおわかり頂けると

思いますので、ぜひご覧になって下さい。 

私は今から 15年前、銚子ロータリークラブが

50周年の時に入会をさせて頂きました。 

今日、卓話をされる杉山俊明さんが会長、信太秀

紀さんが幹事を、そして猿田先生がガバナー補

佐をされていた時です。 

50 周年の式典ですが、前日に母親が倒れて入

院をすることになり、残念ながら式典には参加

できませんでしたが、それから 10 年後の 60 周

年の時に会長を仰せつかることになるとは・・・

自分でもびっくり仰天でした。 

 60 周年の実行委員長は、３年前に退会された

青野秀樹さん、式典部会・部会長が佐藤直子さ

ん、総務部会・部会長は松本恭一さん、記念事業

部会・部会長が先ほどご紹介した金島弘さん、60

周年式典の委員長を杉山俊明さんにお願いをし、

年度に入る前の前年から被選理事会を60周年実

行委員会に代用して準備を進めていきました。

年度に入ってすぐの７月第３例会は2012－13年

度・国際ロータリー会長の田中作次氏を迎えて

の銚子東 RCとの合同例会とさせて頂き、第７分

区(今の第８グループ)の方々にもお声をかけ、

90 名の参加ということで、この会場がいっぱい

となる例会でした。記念事業は「銚子駅前ロータ

リー改修プロジェクト」として地区補助金を活

用して駅前の花壇の改修、ベンチの設置を実施

しました。そして 2017 年 3 月 18 日、当時の犬

吠埼京成ホテルでの「創立 60周年記念式典」は

信太さんの松健サンバ、メンバー手作り・白熱の

ダンスパフォーマンス、ご参加頂いた地区役員

の皆様、他クラブの方々からも当日の料理も含

め、好評化を頂戴致しました。会員皆様のご協力

によって、自分としては何とか 60周年の年度を

乗り切れたというのが実感です。 

あっ・・・忘れていました。時の幹事は現会長

の石毛充さんです。粉骨砕身の活躍、あらためて

心の底より・・有難うございました。 

ただし、石毛幹事の発案によって、12月のクリ

スマス例会に “ ピコ太郎 ” の仮装をさせられ

たことは一生忘れませんよ・・・。 
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＝退会のご挨拶＝ 

３月をもって退会される木曽功会員(退職)  

馬場千誉会員（転勤）よりご挨拶をいただき 

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

お二人には、犬吠埼灯台といわしをイッチン(水で

溶いた粘土で描く技法)で描いたフリーカップを

贈りました。 

 

 

 

【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：宮内(秀)君・村田君・大岩君・大里君 

島田君・佐藤君・寺内君・山本君 

吉原君・鈴木君・高橋宏明君 

 

 

 

【Ｍ Ｕ】  

3/26会長エレクトセミナー 髙瀬君 

3/29銚子東ＲＣ 島田君 

【ニコニコ】 

 トンガ災害支援例会募金\23,000 

 

 

 

 

 

【私の一言】     五十嵐 亘会員 

愛娘が、お蔭様で無事に中学受験も終わりま

した。晴れて４月からは中学生。お祝い？も兼ね

て、犬吠埼へ行きたいというので家族で訪問し

ました。 

 日本一早い日の出、白亜の灯台と美しく雄大な

大海原に感動！テラステラスという食事処とお

土産屋に行きました。そこには誰でも自由に演

奏できる「街角ピアノ」なるものがありました。

娘は幼稚園からピアノを習っているので、何気

なく１曲弾いていました。すると、家族連れで来

ていた子供たちに、「ディズニー弾いて！」と言

われ照れながらご披露すると、拍手喝采！！本

人も満足していました。 

 中学に入学すると部活動やらで、なかなか一緒

に出掛ける機会も減ると思いますが、新しいお

友達づくりと、自分の夢をもってほしいです。 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 16,000 計 ￥350,000 

スモールコイン ￥  2,110 計 ￥ 30,980 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 29,035 

希望の風 ￥ ― 計 ￥159,450 

4月より通常例会です。 

次週（４月６日）プログラム 

地区米山記念奨学委員長 森秀樹様の卓話です 

お弁当：大新（幕の内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


