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◆会長挨拶 小林 信雄会長

明日から 12 月、年の暮れとし

て一年の終わりを意味します。

商家では通常業務ばかりではな

く、かけ売りの取り立て、正月

の飾り物を売ったり、お正月を

迎えるのに必要な用意をするた

め忙しくなります。

師走は陰暦 12 月の異称、陽暦

でも 12 月に使われます。師走の師は僧のこと

で、この月になると僧もあっちこっちとせわし

く走り回るところから出た言葉だと言われてま

すが、師は伊勢の御師(おんし)と呼ばれる下級

神職のことで、この人たちが歳末に伊勢神宮の

札を全国に配り歩いたところから出た言葉だと

いう説もあって、このほうが歳末のならわしを

感じさせる季節感を色濃く含んでいるように思

われます。

年の市が各地に立ったり、歳末売り出しやク

リスマスのイベントで購買意欲をそそったり、

演劇、音楽会の講演もある経営者も瀬戸際で年

が越せるかどうか、従業員にしわ寄せが及ぶか

どうかということにもなり

ます。大晦日に至って日が

暮れると神社では 篝
かがり

火
び

を

焚いて初詣の参詣人を迎え

る準備を整えます。

忙しくなります。健康に留

意して頑張りましょう

◆幹事報告

市東 弥寿雄幹事
・Ｒ米山記念奨学会に対す

るクラブ創立記念特別寄

付成績優秀クラブとして

表彰されました。

・銚子地区大会の礼状とﾋﾞﾁｬｲ･ﾗﾀｸﾙ元 RI 会長

の基調講演の原稿がきております、是非ご一

読ください。また必要な方にはコピーします。

・鴨川 RC 創立５０周年記念祝典

Ｈ23.3･13（日)12:00 登録開始です

会場 鴨川館 ℡04-7093-4111

・国際大会は 2011 年 5月 21 日～25 日です
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第 2486 回例会 12 月 7 日 12 時 30 分点鐘：例会場

今週の合唱〈君が代、奉仕の理想、四つのテスト、バースデーソング〉

① 開会宣言と点鐘 ②お食事（みつはし） ③会長挨拶 ④幹事報告

⑤誕生・結婚祝い ⑥委員会報告 ⑦総会・クラブ協議会

⑧ニコニコＢＯＸ発表と出席報告 ⑨閉会宣言と点鐘

前回の記録（11 月 30 日）
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早期登録割引の〆切が 2010 年 12 月 15 日

・例会変更案内 銚子 RC、大網 RC

・旭 RC、銚子 RCＹより会報をいただきました

◆ゲストの紹介 三宅 英雄会員

商工会議所専務、

村会員が 10 月 31

日円満退職し、その

後任の専務理事と

して３７年間東金

商工会議所勤務の

吹野友雄氏となりましたのでご紹介します。

◆委員会報告

ロータリー財団 山本 忠司委員長

Ｒ寄付実績一覧を見ま

すと、東金 RC があまり活

動してないのがわかりま

す。RC の心は「職業奉仕」、

皆さんのご協力を強くお

願いいたします。

◆卓話紹介

小久保 良行会員

本日は城西国際大学留学生

２名のご紹介をします。

◆卓話 城西大学留学生 楊
よう

夕
ゆう

珊
さん

さん

JIU 大学院 人文科学研究科 国際アドミ

ニストレーション専攻１年

生です。2007 年に来日しま

した。2001 年から中国で会

計学の勉強をし、卒業後の 2

年間は銀行に勤務しました。

こちらでは、企業「ユニク

ロ」を研究しています。衣料品の販売だけでは

なく、企業の社会的責任をどのように果たして

いるかです。

◆卓話 城西大学留学生 楊
よう

文壇
ぶんだん

さん

JIU 大学院 人文科学研究科 女性学専攻

中国では、お正月に食べる餃子の中に、ひと

つだけ小銭（コイン）を入れて包み、この餃子

が当たった人は１年間幸

せに過ごせる、というお

みくじ餃子「咬春 ヤオ

チュン」を楽しみます。

コインは、もし間違えて

飲み込んでしまったら大変なので、大吉餃子に

は「うずらの卵」を包み込んで、ドキドキおみ

くじ餃子を、楽しんでみませんか？

◆ゲスト 大網 RC 四之宮由己様

前年度はガバナー

補佐として大変お世

話になりました。例会

は宝の山です。例会に

出席しているといろ

いろなお話が聞けて

ためになります。

問題が起きた時に判断する判断力を培うこと

ができ、また仲間に相談することができます。

☆卒業生 池田勇太プロが ダンロップ

フェニックスで優勝Ⅴ８となりまし

た ・・・高橋 邦夫会員

☆本学、留学生に卓話の機会を頂きまして有り

難うございました・・・小久保良行会員

☆写真を有難うございました

・・・高鈴木 康道会員

◆出席率

会 員
出席者 出席率

２４名 １９名 79.16％

11月 30日
コインＢＯＸ
２，０００円
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