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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 

「ＯＳＵＳＯＷＡＫＥを世界の言葉に」 

千葉科学大学  

危機管理学部 4年 木村ゼミ 

/銚子円卓会議インターン 

            千葉 拓也様 

危機管理学部 3年 木村ゼミ  

張  澤琳様  

張  宇ト様 

王 ブン秋様 

 

 

前回例会報告（４月２７日） 
点 鐘： 石毛 充会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーソング：四つのテスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 

皆さんこんにちは。ここ一週間、真夏日や、雨

が降る日があったり体調がすぐれない方が多い

ようですが、皆さんはいかがですか。季節の変わ

り目です。体調管理をしっかりしていきましょ

う。 

さて、今週末からゴールデンウィークに入り

ます。また来週 5 月 5 日は端午の節句です。我

が家では三歳と一歳の男の子の孫がいますので、

武者人形と兜、庭

には小さな鯉のぼ

りを飾っていま

す。私は、節目とし

て古くから伝えら

れている日本のし

きたりなどをとて

も大切に思ってい

ます。子供達の、の

びのびとした成長

を願いたいです。

休日には、家族で

お祝いしたいと考えています。 

さて、子供の日に因んで。ほとんどの方が子育

ては終わっているとは思いますが、最近の PTA

に変革があるそうです。PTAとは保護者と教職員

が協力して子供の健全な育成をする組織として、

戦後アメリカが日本の民主主義教育を推進する

ため結成され、当時の文部省が PTA の設置をし

た事で全国に広がったとされます。4月は PTAの

役員選出の時期で、気が重くなる保護者がいら

っしゃるかもしれません。本部役員やクラス委

員など、日中の活動があったり、行事のたびに集

まるよう求められたりなど、母親の多くが専業

主婦だった時代の都合のままきているという事

なのです。 
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家庭内のさまざまな事情、また仕事や介護など

で参加に負担があり、できればやりたくない保

護者が増えてきているとの事ですが、コロナ禍

の影響で 2 年前から活動が自粛され、改めて必

要な活動とそうでない活動の見直しが検討され

てきています。強制ではなく、ボランティアやサ

ークル活動の様にやりたい人が集まって活動す

る組織体制に変わりつつあるそうです。 

たとえば、広報新聞を作りたい人、運動会の準備

はその都度できる人を募る、またオンラインで

の会議だと参加しやすく、保護者にとって負担

感が少ないですね。できる人ができる時に参加

するというスタイルの PTA 組織活動が、今の時

代に合っており、見直しを求められている時期

にきたと考えます。 

振り返ると、私の妻も当時職場に勤めていまし

た。クラス委員の集まりや行事で仕事を休んだ

りしており、負担が多かったと思います。改めて

感謝しなければいけないと思います。 

 

幹事報告 
【週報拝受】佐原ＲＣ、旭ＲＣ 

1. ＲＬＩ卒後コース・ＤＬ養成コース開催のご

案内 

…ガバナー事務所 

2. 創立 25周年記念式典のご案内 

…佐倉中央 RC 

【例会変更】 

小見川 RC 

5月 4日(水)定款第 7条第 1節(ｄ)により休会 

銚子東 RC 

5月 3日(火) 定款第 7条第 1節(ｄ)により休会 

  31 日(火)休会→29 日(日)創立 50 周年記念式

典に振替の為 

 

 

 

会員の記念日  

入会記念日 熊澤 直紀会員(4月 21日) 

櫻井 公恵会員(4月 24日) 

小田島國博会員(4月 25日) 

創業記念日 信太 秀紀会員(4月 25日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧石毛充会長 

千葉科学大学東学長、先週無事入会式が終わり

ました。６月には新入会員の卓話を予定してい

ます。皆さん楽しみにして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓  話 

「仕事＋趣味と実益」  村田 等会員 

 本日は、卓話の機会を戴き有難うございます。

題目が趣味と実益になっておりますが、仕事と

いうフレーズをプラスさせて戴きお話させて頂

きます。 

私は市内で鉄工所を２代に亘って７５年程さ

せて貰っております。職業紹介になりますが、配

布のアナログの業務写真を観て頂くと凡その業

務形態がお分かりになると思います。 

主にステンレス、チタン、アルミ、ハステロイ

当の非鉄金属容器と鉄の容器を製作しておりま

す。1枚目の写真で作業しているのは私でモデル

が悪いですね。 

さて本題に入りますが、趣味は皆さん其々に

お持ちかと思います。お金の掛からない趣味や

本業よりも趣味に沢山投資して仕舞う方も少な
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からずいらっしゃると思います。私は読書に音

楽鑑賞、筋トレ、ジョギングと余りお金の掛から

ない趣味と仕事にマッチングした趣味とが有り

ます。今日は仕事と関連した趣味についてお話

していきたいと思います。 

私達職人は暗くなったらカラスが山へ帰る様

に作業は終わりとなります。その後で余った時

間で例えば友人に依頼されたバーベキュー用の

厚板鉄板を加工してあげたりも致します。オー

ダーメイドなので人によってサイズだったり形

だったりが違うオジナル品です。今迄に３０以

上作りました。これらの事も心良く受けてご奉

仕となります。言わば仕事の中の共通の趣味を

通じて皆さんに喜んで貰える利他の気持ちに成

ります。もちろん無報酬で有っても損をした気

持ちには不思議となりません。 

逆に仕事の対価以上に気を遣ってくれて仕舞う

方もおられます。なので趣味に実益は求めなく

ともそれ以上にお互い様が幸せのお裾分けな気

持ちになれます。 

 例えばキャンプが好きな娘夫婦、倅夫婦達は

「市販のキャンプ用用具が軽量化されているん

だけど材質が薄くブリキ性なので火力に弱いん

だよね」と言ってきます。そこで私はステンレス

製の焚き火用ＢＯＸや折りたたみ式長椅子や調

理台の製作をしてあげます。これも小さな奉仕

で彼らの喜ぶ顔が観たいがための私の趣味です。 

次に良く依頼されるのがどのお店の入り口に

も設置して有るフットペダル式除菌スタンドで

ステンレス製ですと結構な金額になります。又、

何社かのメーカーは特許権を取得しております

ので全くコピーな製作は具合が悪いのです。あ

の程度の物は、昭和初期に機械に油を給油する

のに使われた道具に類似しております。なので

今更ながらに特許を申請する品物では無いと私

は思います。然しながら情報発信力の早い企業

には敵いのが実感です。 

これからお見せするミニ門松は私が遊び心で

受けを狙ってパイプの残材を利用して作りまし

た。２０ペアピースで４０個程り止水性も有り

かなり受けて評判が良かったです。なのでお正

月が終わってもお花の一輪挿しで皆さんに使っ

て頂いております。言わば利益より人の心に花

一輪で大好評でした。 

最後にお話するのは或る医療機関に自分が発

案してご寄付させて頂いたものです。それは、

脚、腰の弱くなったお年寄りが浴槽内で座って

ゆっくりお湯で休める様ステンレス製の椅子で

す。木製やプラスチック製とは違い浮いて来な

いのですね。これも好評でした。但し、医療機器

メーカーよりオファーが有りましたが、販売目

的では製作しておりません。 

今迄お話させて頂いた中で自分の業務に関連し

た趣味で作る物はこれからも営利目的な実益は

求めません。仕事を通じて少しでも困っている

人に奉仕出来る仕事をしたいと想っている次第

です。まとまりませんがご清聴有難うございま

す。 
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【出席報告】  
会員総数 ３８名  出席計算 ３４名  

出  席 ２５名  欠  席  ９名  

出 席 率 ７３．５３％ 

欠席者：淵岡君・廣瀬君・飯島君・五十嵐君 

大里君・佐藤君・吉原君・鈴木君 

高橋宏明君 

 

 

【Ｍ Ｕ】  

4/29地区研修・協議会（参加 11名）  

淵岡君・上総君・松本君・宮内(龍)君・信太君

須永君・島田君・高橋君・髙瀬君・田中君 

山本君 

 

 

5/8 RLI 10周年  

石毛君 

 

 

 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【私の一言】     寺内 忠正会員 

3/11にコロナ感染いたしました・・・ 

説明しにくいのですが、いつも倦怠感と違う感

じで気づき、出張に出ていたのですが、予定をす

べてキャンセルし、帰ってきて感染確認し、家に

も入らず（トイレ以外は）ホテル療養し 3/22に

解放されました。 

ですので濃厚接触者 0でした。 

症状は軽く、熱も出ないので不幸中の幸いでし

た。機会がありましたら卓話で話そうかと思い

ますが、取り急ぎ、皆様、“マスクは大事”です！ 

早く終息、インフル並になりますように・・ 

ニコニコ BOX ￥14,000 計 ￥393,000 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 35,640 

米山 BOX ￥ 2,250 計 ￥ 36,540 

希望の風 ￥ ― 計 ￥180,651 

次週（５月１８日）プログラム 

「社会奉仕委員会アンケート結果について」 

社会奉仕委員会 

お弁当：山水（ちらし） 

 

※例会終了後、次年度クラブ協議会開催 

「次年度会長活動方針・ 

五大奉仕委員長活動計画発表」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


