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（敬称略）
会長挨拶及び報告

隈元雅博会長

皆さんこんにちは。
今から丁度150年前の1868年４月19日はポール・
ハリスの誕生日でした。
1905年にポールと３人の若い実業人シルベス
ター・ショール、ガスターバス・ローア、ハイラ
ム・ショーレーはローアの事務所で会合を開き、職
業のいろいろ異なった実業人のクラブをつくり、そ
のクラブを土地のさまざまな仕事や職業を反映した
ものにする、という構想を語り合いました。
ＲＣは２月23日に行われたこの会合から生まれ
ました。
米国ウイスコンシン州生まれの彼は、決して裕福
な家庭ではありませんでした。
生計困難の為、ポールと兄のセシルは、バーモン
ト州の父方の祖父母のもとに預けられ、育てられま
した。そして終生祖父母に対する深い思慕を持ち続
けました。
その優しさに包まれた環境の中で、友愛の精神を
持ったのかもしれません。
『ロータリーの精神を持っていることが、会員資
格の唯一の必要条件とするなら、私たち会員数は
1,000倍にもなるでしょう。幸いにもロータリー精
神には版権がありません。』と彼は言いました。
過去には厳しい条件で入会を断られた方もいらっ
しゃると聞いています。
今はＲＣの入会条件も緩和され、簡単に入れるよ
うになって格式が下がったという方もいらっしゃい
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ます。ただ、ロータリーの父であるポール・ハリス
のこの言葉には、自分自身の見栄や自己利益、虚勢
等は一切みられません。
ＲＣは誕生から100年を待たず、国家、宗教、性
別、年齢の関係なく、平和を願い、活動する世界的
な組織となりました。
ポールを始めとする４人の仲間は、今私たちが版
権の無いロータリー精神を広め、活動することを喜
んでくれていると信じています。
真の世界平和の実現に向けて、本日も皆様と共に
ロータリー活動ができることに感謝いたします。
報
告
１．４月18日（水）東京神宮ＲＣ主催の明治神宮
清掃奉仕が行われました。当クラブからは、私
（隈元会長）・荒井幹事・大川会員・福田会員・
釼持会員が参加してきました。お疲れ様でした。
２．４月21日（土）船橋西ＲＣ50周年記念式典が
ホテル・ザ・マンハッタンにて開催されました。
当クラブからは、秋元パストガバナー・吉野会
員・黒岩会員・鈴木会員・岡野会員が出席されま
した。お疲れ様でした。
３．４月22日（日）勝浦ＲＣ創立55周年記念式典
が勝浦市芸術交流センターにて開催されました。
当クラブからは、私（隈元会長）・荒井幹事・吉
野会員・黒岩会員・岡野会員が出席してきまし
た。お疲れ様でした。
幹

事

報

告
荒井潤一郎幹事

１．例会変更についてのお知らせ
〈木更津東ＲＣ〉
日 時：５月３日（木）休会
理 由：定款第８条第１節Ｃ項
〈袖ケ浦ＲＣ〉
日 時：５月14日（月）休会
理 由：定款第８条第１節Ｃ項
２．４月29日（日）地区研修・協議会が開催され
ます。
場 所：アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張
時 間：登録９時 点鐘10時
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（第一部）10時～12時
（第二部）13時～16時
当クラブからは、永嶌会長エレクト・岡野副幹
事・吉野会員・黒岩会員・宮本会員・鈴木会員・
内山貴美子会員・時下会員・大川会員・内藤会
員・大住会員・佐々木会員・宮嵜会員・大森会員
計14名が出席します。なお、クラブにて当日バ
スを手配してあります。ご利用の方は８時にホテ
ル千成集合です。宜しくお願いします。
〈回 覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第４分区週報
〈配布物〉
１．例会プログラム
新入会員自己紹介

内山雅博会員

ただ今、ご紹介頂きました
千葉銀行の内山です。先週の
入会式の際に坂井さんから過
分なる紹介を頂きまして十分
だと思いますが御指名で時間
を頂きましたので少しお付き
合い願いたいと思います。
私はスポーツが好きなので
自身の過去の運動経歴にて自
己紹介とさせて頂きたいと思います。
〇幼稚園時代・小児喘息で体が弱かった。１/３は
欠席。
〇小学校で相撲を。父親が昭和一桁生まれの厳格
な教師で体を鍛えるのは裸で相撲だ！と今では考
えられない発想で相撲をやりました。小学校の帰
りに土俵のある体育館で相撲を。私は東京都の出
身ですが、当時わんぱく相撲の区大会で上位に入
ると昔の蔵前国技館で都大会が行われておりまし
た。最高で東京都小結（ベスト８）までいきまし
た。
〇中学に入ると色気がでてテニスをやりました。動
機が不純ですので一通りできる程度です。
〇高校に入ると中学のころ流行っていたスクール
ウォーズのような青春ドラマに影響され団体ス
ポーツだ！と考えしかも皆のやっていないスポー
ツならレギュラーが取れると考えハンドボールを
やろうと考えました。ハンドボールをクラブで
やった人はどれくらい居ますか？大体50名のう
ち1.2名かと…当時も経験者が居ないと思ってお
りましたら中学の経験者が半数おりましたのは
ショックでしたが…頑張りました。肉体的にも精

神的にも人的にも一番の思い出となっておりま
す。体も鍛えたので未だに右手の握力が80キロ
超で背筋力は220キロあります。
〇今でも基本的に運動は大好きですので小学校４年
の息子と公園で野球やサッカーなどを楽しんでお
ります。ゴルフは週一回300球の練習程度であり
ますが誘われればコースに行きます。
ゴルフはハンドボールの影響で…あと体が硬く回
らないので…右手が強すぎで背筋力があると手で打
ちに行こうとしましてアウトサイドインに入ってド
スライスとなります。10年くらい前は左斜めの隣
のホールを向いてティーショットを打って220ヤー
ドほどの距離が出て、よく笑われたものです。また
キャディーからはフォアー！！と大声で叫ばれたの
にフェアウェーど真ん中とか多くありました。今で
はだいぶ改善されまして人様には迷惑をかけない程
度となりました。是非、機会がありましたらお手合
わせ願いたいと思います。取り留めのない話となり
ましたが以上で私の運動を中心とした自己紹介とさ
せて頂きます。ご清聴ありがとうございました。
プ ロ グ ラ ム
会員卓話「雑談力」

前田 亮会員
１．起承転結が基本
まず導入があって
（起）次に
物語が動きだして
（承）
あっ！
と驚
く展開があって
（転）
オチになる
（結）
「 面白い雑談 」
も基本的に
は、
この構成になっている。
２．「つかみ」が大事
「つかみ」とはもともと
寄席言葉です。芸人が舞台に出て一発目に放つネ
タのこと。これで客の気持ちをつかむと後が非常
にやりやすい。
逆に失敗するとその後がずっと大変になるの
で「つかみ」は非常に大事。ただ、トークは落
語のネタではないので枕に凝る必要はありませ
ん。大切なのは話の“きっかけ”です。周囲の人に
「おっ、その話を聞いてみたいな」と思わせるこ
とが大切です。
①「バーバリーライオン」
②質問から入る
→「惑星」ってどうしてこんな名前がついた
の？
③「数字は重要」
→シャチの体重は10トン
万里の長城は本当に２万キロもあるの？
④「ストック」を持とう

→銭湯の話・公衆トイレの話
⑤自慢話で人を感動させるのはとても難しい。失
敗談ほど面白いものはない
→ラブレターの話
⑥相手ではなく自分が関心を持つ話題も大事
→零戦の話
⑦スポーツ選手の凄さを伝える時のコツ
→三階級制覇ヘンリー・アームストロング
⑧数字も見方を変えれば面白くなる
→後宮３千人
宝くじの当選確率は250万分の１
南京大虐殺
⑨その他のネタ
・大仏をつぶして造った「寛永通宝」
・珍名さんアラカルト 別紙／鈴木姓の由来
・昔は地位の高い女性が「子」をつけた
・色話は男女共、興味をいだく
ニコニコＢＯＸ
隈元 雅博
内山雅博会員、自己紹介をありがと
うございました。ＲＣは初めてとの
事ですが、これからは皆同じ立場で
す。共に頑張っていきましょう。
前田会員、卓話ありがとうございま
した。これからもまじめで、ひょう
きんな前田さんとロータリー活動を
行えることを楽しみにしています。
～Think Glocal～（シンク グローカ
ル）「地域貢献と世界平和活動の両
立」を共に目指して行動しましょう！
荒井潤一郎
３月18日（水）明治神宮清掃奉仕に
参加し、心身ともに清め心新たに頑
張ります。
宮本 茂一
いつも村上会員に出会うと深々と丁
寧にあいさつをされます。僕も初心
に返って村上さんのようなあいさつ
を心掛けたいと思います。これまで
の自分に反省‼
内山貴美子
前田さん、本日は卓話ありがとうご
ざいました。いよいよゴールデンウ
イークが始まります。皆様、楽しん
できてください！
武田富士子
土曜日の高校のバスケット部の1級
上の先輩とＯＢ会をしてきました。
高校の部活のたての関係は絶対であ
り、１級上の先輩はとても恐ろしい
存在でしたが、今では楽しい時間を
共にとれる方々です。全員60才にな
るという事で、「赤を身につけて参
加」と言われ、私は真紅なポロシャ
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ツを着て参加してきました。仲間は
赤いパンツ・赤い帽子・赤いタオル
を身につけてましたが、赤フン「赤
いふんどし」をつけてきてくれた先
輩が座をもり上げてくれました。楽
しかったです。
皆様こんにちは‼前田さん、卓話あ
りがとうございます。気候の変動が
はげしいです。身体に気を付けて生
活します。
まだまだ不慣れですが、一生懸命頑
張ります！
会社の決算時期となりました。年間
の最繁忙期ですが、ロータリー活動
も頑張ります。
新人会員、内山雅博様ようこそ君津
ＲＣへ。共に頑張りましょう。
勝浦ＲＣ55周年記念式典に参加さ
れた君津ＲＣの方々、大変お疲れ様
でした。フェイスブックにアップさ
れた隈元会長の満面の笑み…最高で
す。
最近、会社の女性社員と雑談してい
ると「女の子に連絡させます」など
と男性社員に言われるのがすごく嫌
だと言われました。言葉って難しい
なぁと思います。
前田さん、卓話ありがとうございま
した。雑談力を身に付けられる様が
んばります。
先日、１週間ほど中国の常州市とい
う所に映画撮影に行ってきました。
思想、文化が違えど世界の共存共栄
を祈る貴重な時間を過ごせました。
北朝鮮から、核実験をしない・発射
実験をしないと表面される一方、核
放棄を明言していない中、韓国さら
に米国との会談・交渉が迫っていま
すが、世界平和につながるよい結果
が得られることを願っています。
前田様、卓話ありがとうございまし
た。
今週末よりＧＷに入ります。皆さ
ん、有意義な休日をお過ごし下さ
い。
４月に入り、新年度が始まったと
思ったら、あっという間にもうすぐ
５月。また連休がやって来ます。良
いのやら、悪いのやら。
前田会員、卓話有り難う御座いまし
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た。内山雅博会員、君津ＲＣ入会お
めでとう御座います。共にロータ
リー活動がんばって行きましょう。
コロコロと変わる天気に体調を崩す
社員が増えています。皆さんもご注
意下さい。
ゴールデンウィークが近くなってき
ました。普段あまり出来ていないの
でたまには家族全員で出掛ける計画
を立てたいと思います。
新年度を迎えたと思ったら、あっと
いう間にＧＷです。めずらしく家内
と一泊で出かけることにしました。
前田会員、卓話「雑談力」参考にな
りました。雑談力をつけられるよう
に勉強致します。
前田会員、卓話ありがとうございま
した。
土曜日に船橋西、日曜日に勝浦ＲＣ
の記念式典に出席してきました。ど
ちらも個性的で楽しかったです。
今日から一週間遅めの冬休みです。
病院にはいませんのでよろしくお願
いします。
本日卓話をします。「30分お願いし
ます」と言われております。困りま
した！いつでも中断する用意があり
ますのでその時は早めに指示願いま
す。

