
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.2881              第１６回例会   令和４年 11月 15 日（火） 

千葉興業銀行八日市場支店２階例会場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 8 グループガバナー補佐 信太 秀紀様（右） 

   〃    補佐幹事 寺内 忠正様（左） 

               （銚子 RC） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。 

本日も出席お疲れ様です。本日の例会は「ガバナ

ー補佐公式訪問」として第 8 グループ信太秀紀ガ

バナー補佐と寺内 忠正補佐幹事にお越し頂いて

おります。信太ガバナー補佐に於かれましては今

年度一回目の例会（7月 5日）にご挨拶を頂きまし

たが本日の卓話もどうぞよろしくお願い致します。 

 

信太ガバナー補佐の紹介 

〇新生運輸(株)や丸源ラーメンつくば店始め 5 つ

の会社の経営し、各種団体の役員をされるなど多

方面に渡り活躍中ですが、先般ロータリー情報研

修会（10 月 30 日）で基調講演を頂いたアグネス・

チャンさん。24 時間テレビボランティア企画で南

アフリカの訪問から始まったと話されていました

が、3 年前に信太ガバナー補佐もケニアの隣に位

置するウガンダや南スーダンに「テラ・ルネッサ

ンスの活動を通して訪問され、現地の戦争で傷つ

いた女性や子供達にも大人気で、アフリカに於い

R.I 会長        ジェニファー・E・ジョーンズ 

（ウインザー・ローズランド RC、カナダ） 

第 2790 地区ガバナー     小倉 純夫（松戸 RC） 

第 8 グループガバナー補佐   信太 秀紀（銚子 RC） 

国際ロータリー第 2790 地区（千葉県）第 8 グループ  YOKAICHIBA ROTARY CLUB 

会     長    鈴 木 英 人 

副  会  長    菱 木 智 仁 

幹     事    熱 田 文 彦 

広報・公共イメージ 

向上委員長      熱 田 寛 明 
創 立 昭和 37 年（1962）1 月 13 日 

平成 29 年（2017）韓国富平 RC との姉妹クラブ締結 

例会日 毎週火曜日 12：30～13：30 

例会場 千葉興業銀行八日市場支店（２階） 

事務局 千葉県匝瑳市八日市場イ 2571 

    TEL 090-3240-6397（幹事）  

FAX 050-3033-4137（事務局） 

      http://yokaichiba-rc.jp/ 

 例会プログラム 

〇点   鐘         鈴木 英人会長 

〇ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ         「奉仕の理想」斉唱 

〇会長挨拶          鈴木 英人会長 

〇幹事報告          熱田 文彦幹事 

〇委員会報告 

〇卓   話    第 8グループガバナー補佐 

              信太 秀紀様 

〇ニコニコ報告   

〇出席状況報告  

〇点   鐘         鈴木 英人会長 

＊例会終了後、クラブ協議会 

会長挨拶  ・・・鈴木 英人会長 

本日のお客様 
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ても信太さんの回りにはいつも人が集まり、そし

て笑い声が絶えない「ファッション・パッション・

ハイテンション」な方です。 

 

〇一方家庭においては大変な愛妻家であります。

趣味の一つでもあるギターでレッド・ツェペリン

の「天国への階段を」を夜中、練習をしていたそう

ですが、熱が入り熱唱していた時、隣の部屋で寝

ている奥さんに気が付きました。そっとドアを開

け「ごめん。うるさかった？」と聞いたそうです。

すると奥さんは「ううん。おとうさんかっこいい！」

と言われたそうです。 

 

因みに数年前、私も久しぶりにフォークギターの

練習をしたことがありましたが、隣の部屋で寝て

いるかみさんから「とうちゃん。うるさい！！」と

言われてしまいました。この違いは何んなのでし

ょうか？ 

 

〇今年度のテーマ「イマジンロータリー」本日の

卓話を拝聴して、素晴らしい家族の未来を想像し

たいと思います。 

 

最後になりますが例会終了後、クラブ協議会がご

ざいます。 

「ロータリーの原点を振り返る。」 

「ロータリーの現状を把握し、将来の方向を探る。」 

そして「現状分析から元気なクラブづくりへ」各

担当理事・委員長の方々の発表がございます。最

後までのご参加をどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.例会場及び時間の変更  

＊旭ロータリークラブ 

11月 25日（金）は夜間例会のため、点鐘 18：

30、場所は「なみ川」となります。 

 

＊成田空港南ロータリークラブ 

11月 24日（木）は休会となります。 

 

 

2.会報受領クラブ名  

  ＊本日はございません。 

 

3.週報礼状  

＊PG 秋元秀夫様、PG 土屋良平様より届いて

おります。 

 

4.その他 

 ＊本日希望の風の募金箱をまわしております。

皆さんのご協力を宜しくお願い致します。 

 

 

 

＊本日はございません。 

 

 

 

 

 

第 8 グループガバナー補佐 

        信太 秀紀様（銚子ＲＣ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８グループのガバナー補佐信太秀紀でございま

す。本日はよろしくお願いいたします。私は新生

運輸株式会社をメインとして６つの会社 の経営

をしております。１7年前に、丸源ラーメ ンつ

くば店をオープンさせていただきました。こ の

店の客席は１００席、駐車場は５５台停められ

る、ちょうどファミレス程度の大きさのお店で

す。この店には土日になりますと、７００名前後

のお客 様がいらっしゃいますが、その６割が

「肉そば」 というラーメンを召し上がられま

す。是非皆さんもつくばにお越しの際はお立ち寄

りください。そして店員に一言「今日は信太社長

に聞いてきました。」と告げていただければ、も

れなく餃子一皿 無料とさせていただいておりま

す！よろしくお願いいたします。  

 

実は私には父親が二人いました。一人の父親は 

私の実の父親でございまして、銚子市役所に勤務 

しておりました。もう一人の父親は私の叔父でご

幹事報告  ・・・熱田 文彦幹事 

委員会報告  

卓 話 
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ざいます。新生運輸株式会社の社長でございまし

た。叔父は独身であったために、私をいつもいろ

いろなところに連れて行ってくれました。つまり 

私は公務員の父と社長の父とほぼ同じ時間会話で

きたわけですが、この二人の言うことが全く違う

のに、幼少の頃から驚かされていました。公務員

の父の口癖は、「本を読みなさい。本を読んでい

ろいろな人生を疑似体験しなさい。」でした。ま

た社長の父は、「数字を読みなさい。数字が読め

なければ社会に出て通用しない。」と言っており

ました。公務員の父の口癖は、「良い大学を出 

て、良い会社に就職をしなさい。そうすれば安 

定した人生が待っている。」のに対して、社長の 

父は、「社会に出たら必ず会社を作って独立をし 

ろ。面接される側でなく面接する側になれ。」と 

言っておりました。そして公務員の父は、「秀

紀、 それはちょっと買えない、我慢しなさい、

忍耐こそ人生で一番大切なことだ。」といい、社

長の父の口癖は、「それは買えない、とか、それ

ができない、などということは絶対言うな。その

とき、思考が止まってしまう。どうしたらそれを

買える のか、常に考えろ。」でした。この二人の

考え方 は正反対のため、私はいつもどちらが正

しいのか 判断に迷っていました。そうこうして

いるうちに、社長の父が４９歳の時に亡くなって

しまいました。その時、私には公務員の父が用意

してくれた、銚子信用金庫にコネで就職する道

と、社長を継ぐ、という２つの選択が用意されま

した。私は社長として会社に入れば社会的な信用

も得られるし何より社員が、全員ひれ伏してくれ

ると思ったものですから、社長の道を選びまし

た。ところが、大学を出たばかりの社長なんて誰

も相手にしてくれません。会社に入ってから３年

間、内部を統率しようと努力しましたが、誰も相

手にしてくれませんでした。悔しくてトイレで泣

いたこともありました。その３年間が過ぎて、も

う内部統率しても仕方がないと考え、営業に徹し

ようと決心し、その時から会社の状態がよくなり

始めました。会社の社長は理屈抜きに、売り上げ

を上げる男じゃないと魅力なんかないのだ、とい

うことをこのときはっきりと理解いたしました。 

それからもう３年間かかりましたが、合計６年間

で車両台数は５倍、売り上げは６倍くらいになり

ました。おかげさまで今は車両台数は５５台にな

りました。 

 

第 1 回目に就任の挨拶に伺った時に家庭の話をさ

せてもらいました。私には今現在、妻が一人、娘

と娘婿、3 歳の女の子の孫、そして信太家 62年

ぶりの男の子の孫（3か月）がいます。私は孫を

超溺愛しておりまして、絵本の読み聞かせなども

しています。人間と普通の動物の違いは、動物の

親というのは子を産むとたいていは死んでしまい

ます。おじいちゃんおばあちゃんがいるというの

はおそらく人間だけではないでしょうか。 

色々な昔話ではいわゆる「スパースター」を育て

たのはおじいちゃんおばあちゃんです。昨年の全

世界の童話批評家を全員集めて「世界一の童話」

を決める協議会が行われました。そこで選ばれた

のは日本の「かさじぞう」です。この物語を全世

界が支持をしたのがおばあさんの「おじいさんそ

れは良いことをなさいましたな」というセリフで

す。皆さんの奥さんは同じことを言ってくれるで

しょうか？物語には復讐や相手を殴るという場面

が出てきますがそれが「かさじぞう」には一切無

い。それが選ばれた理由です。 

 

我々はロータリークラブの会員であります。地域

のトップ、会社のトップでもあります。私が今日

皆さんにお伝えしたいのは、組織というのはどの

ように作っていったらよいのかということ、人の

ほめ方の 2点についてお話させていただきます。

私は昨年、「ジョーカー」という映画を見まし

た。バットマンの敵役が主人公になった映画です

が、主演のホワキンフェニックスさんはアカデミ

ー主演男優賞を獲っています。この世の中には悪

の組織と正義の味方に分かれるわけですが、皆さ

んの年代ですと例えば「マグマ大使」、悪の組織

の「ゴア」というのがおりますが「仮面ライダ

ー」には「ショッカー」です。皆さんにお尋ねし

たいのは自分がなるとしたら「悪の組織」か「正

義の味方」か、どちらが良いですか？皆さん全員

たぶん「正義の味方」とおっしゃるでしょう。」

それを検証してみたいと思います。 

悪の組織→目標達成のための研究開発 

先手・先手 

     絶対にめげない 

     命令がしっかりしている 

     常に笑う 

     礼儀正しい 

 

正義の味方→後手 

      身内にも正体を隠す 

      怒っている 

 

このような組織を作ったうえで我々が絶対必要な

こと。それは社員をいかに褒めるかです。日本人

は褒めるのがへたくそです。しかし、私の方法を

使っていただければと思います。これはすべて孫

を育てているうちに PTA活動などで培った褒め方

です。褒め方 3選は、①うそでも褒める。②存在

そのものを褒める③事実をそのまま褒める。 
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人は自分に関心を持ってくれる人が大好きです。

ぜひ実践してみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日も楽しいお話をありがとうございました。

また是非聞かせていただきたいと思います。あり

がとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇鶴野 航三君 ゴルフコンペ準優勝しました 

◇鈴木 勝彦君 信太ガバナー補佐訪問を祝して 

◇井上 峰夫君 信太ガバナー補佐お元気で何よ

りです 

◇片岡 正勝君 信太ガバナー補佐に元気をいた

だきました 

◇大塚 榮一君 信太ガバナー補佐、寺内補佐幹

事ご苦労様です 

        第 15 回商工会ゴルフコンペ無

事終了しました 

◇青木 眞人君 結婚祝をいただいて 

        奥様誕生祝をいただいて 

◇江波戸正雄君 入会記念をいただいて 

        奥様誕生祝をいただいて 

◇小川不二夫君 ガバナー補佐をお迎えして 

◇林  咲江君 ガバナー補佐をお迎えして 

◇宇之沢文夫君 入会記念をいただいて 

◇鈴木 英人君 ガバナー補佐をお迎えして 

◇川口 京子君 出席ご苦労さまです 

◇閔  鉉基君 結婚祝をいただいて 

        入会記念をいただいて 

        商工会ゴルフ優勝しました 

◇菱木 智仁君 信太ガバナー補佐をお迎えして 

◇梅原 佐一君 出席が悪く申し訳ありません 

◇熱田 文彦君 第 1 回鈴木年度ゴルフコンペ 

        優勝しました 

◇鈴木 淳一君 出席ご苦労さまです 

◇信太秀紀ガバナー補佐よりいただいております 

 ガバナー補佐訪問例会、クラブ協議会宜しくお

願い致します。 

４０，０００円 

累 計 ２６７，５００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎出席免除者数 6 名 

 

〇点  鐘  鈴木 英人会長 

 

  お弁当   港屋 

 

 

 

 司会進行：熱田 文彦幹事 

 議事進行：鈴木 英人会長 

 総  評：信太秀紀ガバナー補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 会員総数 出席数 出席率％ 

本日 

11/15 

 

38名 

 

23名 

 

63.8％ 

前回 

11/8 

 

38名 

 

20名 

 

58.8％ 

謝 辞  ・・・鈴木 英人会長 

ニコニコボックス報告 ・・・大久保要治 

親睦委員 

出席状況報告 ・・・南 信好出席委員長 

クラブ協議会 
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◎ガバナー補佐挨拶・・・信太秀紀ガバナー補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、引き続きクラブ協議会へのご参加ありが

とうございます。本年度のクラブ協議会の進め方

ですが、ガバナー公式訪問がこの後ありますので

リハーサルと思っていただいて結構でございま

す。活動計画の内容を話していただいても、そう

でなくても良いのですが、「クラブを元気にする

ために」ということに関する皆さんの意見が聞き

たいとガバナーはおっしゃっていますので、これ

だけは必ず皆さんのほうからご意見をいただきた

いと思っておりますので宜しくお願い致します。 

 

 

【第１部】会長方針・各委員会活動計画発表 

 

 ◇鈴木 英人会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度 2790地区の小倉純夫ガバナーは、ロータ

リーの仲間との信頼を繋ぎ、千葉から世界を変え

ていこう！とスローガンを発信されました。クラ

ブ計画では、昨年 1つ目の節目である 60周年を

迎え、65 周年、70 周年に向けて新たな一歩を踏

み出す年と成ります。日本の美徳と言われている

のが陰徳と呼ばれる徳積です。人に知らせずにひ

そかにする善行「道徳」とも言われます。しか

し、価値観が凄い速さで変わる時代であり、大切

なものを伝える前にその価値観は埋もれてしまい

ます。これからは陽徳の時代とも教えられまし

た。今まで培ってきた隠れてきた陰徳を一つでお

も多くお伝えし、奉仕の価値観を共有出来たら楽

しいと思います。すなわちこれは「会員卓話」で

す。会員卓話で今まで学んできたことを伝えてい

ただきたいと思い月初めの例会には会員卓話をお

願いしております。素晴らしい行為、楽しい活動

の表現の場所を提供することでより親睦を深める

RC活動の 1年に結び付けたいと思っています。

会員の皆さんのこれからの夢は、年齢に応じて違

いはありますが、「想像してみてください。」ロー

タリアンとしてのこれからの人生を。「創造しま

しょう」八日市場ロータリークラブの未来の姿を

ということで目標を掲げさせていただいておりま

す。クラブ自体をどう元気にしていくかは、やは

り一番大事なのは親睦だと思いますので、飯高寺

清掃や献血、そのほかの活動にしてもより多くの

皆さんに参加していただいて親睦を深めていきた

いと思っております。元気に明るく、どのような

活動をしているかを PR することはロータリーク

ラブを知らないという方が、聞いたことあるよ、

知ってるよ、という形で若い人たちにも知ってい

ただき、新しい会員になってもらうようになって

いけたらと思います。 

 

◇管理運営統括委員会 菱木智仁委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理運営統括委員会は 7つの委員会があります。

具体的な事業計画は各委員長を中心に決定してい

ただき、各委員会の計画を尊重して各事業が円滑

に実施でき、会員皆様にとって充実した 1年にな

りますよう努めて参りたいと思います。また、複

数の委員会による事業については各委員会と協力

体制をとり進めて参りたいと思います。各委員会

計画をご覧ください。会長計画では、主にフェロ

ーシップ、会員相互の親睦を深める活動を進め

る。中・長期戦略計画から継続的に行われてきた

奉仕活動の計画・検討をし、活性化を進める。

100％例会にチャレンジや移動例会として、米山

記念館見学、会員卓話等となっております。新型

コロナウイルス感染拡大により、当初の計画通り

の事業実施は困難かもしれませんが、会員皆様の

ご協力により、クラブの円滑な運営及び活動の活

性化に努めて参りますので宜しくお願い致しま

す。 
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◇職業奉仕委員会 閔 鉉基委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度は皆さんご存知の鹿島アントラーズのサッ

カーを観戦しながら、そこで鹿島アントラーズの

取り組みなどを通して、八日市場ロータリークラ

ブも地域に貢献できることはないかなというヒン

トを得たいと思います。 

 

◇社会奉仕委員会 梅原佐一委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度は 3件の事業ということで継続事業になり

ますが、飯高寺清掃活動で 10月 18 日に終了して

おります。同時にこの時に飯高寺に木製ベンチの

設置ということで地区補助金を利用して行いまし

た。10月 19日には献血活動を匝瑳市民ふれあい

センターで行いました。3点目に「飯高寺の観光

地化の研究」という宿題を受けておりますので委

員会で揉んでいきたいと思います。 

 

◇国際奉仕委員会 鈴木勝也委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際奉仕委員会としましては、韓国・富平ロータ

リークラブとの交流、スリランカへの支援、認定

NPO法人テラ・ルネッサンスへの活動援助を掲げ

ております。韓国・富平ロータリークラブとの交

流は普段は新型コロナウイルス感染拡大のため今

年度も中止となっております。スリランカへの援

助は、地区フェローシップ親睦活動委員会のスリ

ランカクラブを介して行っております。今年で 5

年目になります。1 年目は里親を募集させていた

だきました。併せて浄水器と交換フィルターを寄

贈させていただきました。翌年も浄水器と交換フ

ィルターを寄贈し、現地のスリランカ医師とオン

ラインで繋ぎ卓話を行いました。3年目はロック

ダウンの最中でしたが、浄水器を寄贈させていた

だきました。昨年度はロックダウンがきつく浄水

器を配布することができませんでしたので、日本

語学校の設立活動支援として 10 万円の寄付を行

いました。認定 NPO法人テラ・ルネッサンスへの

活動支援は昨今の円安物価高で思うような活動が

できないとのことですので活動をサポートだけで

なく法人サポーターの募集をしていきたいと思っ

ております。来年 2月 14日に鬼丸昌也氏の卓話

予定です。 

 

◇社会奉仕委員会 伊藤眞帆委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な活動は 2 つで 1つ目は恒例となっている

RYLA セミナーへの参加です。自ら進んで行動

し、リーダーシップをとることができる人間とし

て成長する若者の育成を進めて参ります。2 つ目

は、先月 10月 16 日の旭市イオンモール内おひさ

まテラスにおいて「東総 ROCK道場 10代のため

のベースレッスン」が無料開催されました。0479

クラブの依知川伸一さんが主宰し、音楽を通して

豊かな毎日を、音楽があふれる東総を目指してと

いう目的のもと、4 名の 10 代の方がレッスンを

受けました。八日市場ロータリークラブの青少年

奉仕委員会としてお手伝いをさせていただきまし

た。音楽は小さいころから身近にあるものです。

今後はバンドの練習の成果を発表できる場所を提

供していけたらと思っております。 
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◎信太秀紀ガバナー補佐より講評 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんから、計画・クラブを元気にするために貴

重なご意見をありがとうございました。会長のほ

うから最終要点は親睦であるとのお話がありまし

た。多くの方にイベントに参加していただくこと

によってクラブを PRし、若い人にも評価をして

もらえるということでした。管理運営統括委員会

のほうからはコロナの影響があってなかなか難し

いが会長の意に沿って活動していきたいとのこと

でした。職業奉仕委員会は鹿島アントラーズの応

援を通して会を活性化していくとのことでした。

決してあきらめない、現状に満足せずチャレンジ

し続ける。素晴らしいですね。これが浸透してい

ったら本当に素晴らしいと思います。社会奉仕委

員会からは重要な 3点をベースにして活動してい

くとのことでした。国際奉仕も非常に細かく説明

していただき、3本柱がしっかりしているなと感

じました。青少年も RYLAを中心にということで

本当に有意義なクラブ協議会となりました。 

ガバナーが言うには、活動計画書を熟読していき

ますのでむしろクラブを元気にするためにはどう

したら良いかということをお聞かせください。と

言われまして、銚子と銚子東のクラブ協議会では

一人 10分位お話されていました。そのような方

向で言っていただければと思います。 

本日はご協力ありがとうございました。 

 

【第 2 部】質疑・応答 

川口京子直前会長より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今現在、各委員会の委員は 2名位です。 

委員会の統合についてはいかがでしょうか？ 

これは活動したくても人数が少ないとなかなか活

動も難しいと思いますのでお聞かせください。 

◎信太秀紀ガバナー補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会については各クラブの個性があると思いま

すので良いとは思います。例えば銚子でも各委員

会 2 名～3 名位です。これはクラブの考え方が重

要です。2 名～3名位でも動いているのはほとん

ど委員長ではないかなと思います。今後とも課題

で考えていかなければならないと思います。 

 

◎鈴木英人会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この前の飯高寺の清掃や献血などでもそうです

が、社会奉仕委員会だけでやるのではなく広報・

公共イメージ向上の協力も得てやるなど、1 つの

事業をいくつかの委員会で協力してやっていくな

どで対応していけるのではないかと思います。 

 

12月 2日（金）のガバナー公式訪問では旭さん

と交互に発表になりますので、宜しくお願い致し

ます。 

 

◎謝辞◎ 

信太秀紀ガバナー補佐にお越しいただき、アドバ

イスなどもいただきました。ご意見を参考にさせ

ていただきさらに良いクラブになれるよう頑張っ

ていきたいと思います。貴重な時間を割いてご協

力いただきありがとうございました。お疲れ様で

した。 
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