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プログラム
第一例会につき 結婚・誕生祝い
各委員会報告

会長挨拶

卓話（秋葉英昭会員）

4 月誕生・結婚記念祝い
「会員結婚記念日」 越川博光会員
「奥様誕生祝」 野島暉通 夫人 チヨ様
伊藤元雄 夫人 岳代様
花澤昇一 夫人 とし子様
遅かった桜も満開になりいよいよ春本番です。我がク
ラブも新入会員を迎え、新しい波が起こる予感がしま
す。先日の歓迎会とペンピモンさんの卒業祝い、ご苦
労様でした。たくさんの会員が出席してくださいまし
て、会長としてとても嬉しかったです。やはり例会は
出席が多いと盛り上がります。私の年度もあと２ヶ月
ですが、残りの例会に力を入れてできるだけ良い形で
前川年度にバトンタッチできればと思います。一昨日
６名で八日市場ロータリークラブにメイキャップに行
野島会員 / 渡邊会長 / 花澤会員 / 伊藤会員

ってきました。冨増強委員長の発案で、新しい会員に
他クラブにメイキャップすることに慣れてもらいたい

という趣旨でしたが、私自身仕事がら、背広で歩いて

4/12（水） 移動例会（花見）

いないので、メイキャップは殆どしてなかったので、
緊張感がありとても参考になりました。メイキャップ
することは、ロータリークラブに入会した意義が増す

点鐘 12：30 猿田神社社務所
5/ 3（水） 休会（定款第 8 条）
・多古ＲＣ

と思います。メイキャップを近隣クラブとたくさん行

4/18（火） 休会（定款第 8 条）

う事が、ともすれば停滞しているロータリークラブが

4/25（火） 休会（定款第 8 条）

再び活発に動いていく原動力になると思えました。
2790 地区全員がロータリーの仲間です。そしてロー

・茂原中央ＲＣ
4/11（火） 振替休会

タリアンは世界中にいます。我々はそういうクラブに
入っているという事だと思います。ロータリーに入っ
ている事を考えた一日でした。4/20 例会では、定
款・細則の変更について話し合います。より良いクラ
ブ作りのため、たくさんの意見をお願いします。

(茂原 RC 創立 60 周年記念式典へ振替)

4/18（火） 夜間移動例会
・東金ＲＣ
4/11（火） 合同例会（＆成田空港南 RC）
②会報受領クラブ
・東金ＲＣ ・茂原中央ＲＣ ・八日市場ＲＣ
・旭ＲＣ

理事会報告

③ご案内が届いております。
・４月のロータリーレート １ドル＝116 円

第 10 回定例理事会

・ＲＩ日本事務局より「母子の健康月間」リソース

日時：平成 29 年 4 月 6 日（木） 11：00

・米山梅吉記念館より「館報 2017 春号 vol.29」

場所：成田空港南ＲＣ事務所

・白鳥政孝ＰＧより会報送付のお礼状

議題
第 1 号議案． 3 月度会計承認の件
承認されました

委員会報告

第 2 号議案． RIJYEC について
クラブの方針 一度ガバナー補佐に質問状を送付し

◇クラブ奉仕委員会

説明を求める
第 3 号議案． 6/8 野球観戦について
承認されました
旅費（バス代）は会で負担する
第 4 号議案． 定款・細則について
小川理事他から何点か改正点の要請がありました
4/20 の夜間例会で会員にも図り 5 月理事会で最終
決定の予定

親睦担当委員長

小林 定雄

親睦委員会よりお知らせいたします。先程の理事会に
おきまして、野球観戦が家族親睦移動例会という事で

幹事報告

承認されました。
６月８日（木） 家族親睦移動例会
ロッテ対中日戦
会場： 千葉マリンスタジアム

①例会変更のお知らせ

出発： ３時～４時頃

・八日市場ＲＣ

人数： 30 人くらい

4/25（火） 振替休会

会費等につきましては、のち程ご連絡させていただき

4/28（金） 夜間合同例会（＆旭 RC）

ます。ご家族、友人知人、多くの方に参加いただけれ

点鐘 18：30 黄鶴
・銚子ＲＣ

ばと思います。楽しくやっていきたいと思いますので
どうぞよろしくお願い致します。

◇会員増強退会防止委員会

とはないのですが、久しぶりに歓迎され、いい一日を
過ごしたと思います。ありがとうございます。
前回の例会で渡邊会長より、卓話をやってくれという
事でした。正直“卓話とは何ぞや”というところから
スタートし、私が入会してから佐藤町長、その次に實
川県議と、卓話は立派な方がやるものと思っていたの
ですが、依頼が来てさっそく“卓話とは何ぞや”と調
べてみました。初めて聞いた言葉だったのでロータリ
委員長

冨

一美

ー用語だと思っておりましたが、いろいろ調べてみま

４月４日火曜日に会員増強・退会防止委員会活動の一

すと実はロータリー用語ではなく集会とかいろいろな

環として、八日市場ＲＣへ新会員さんを含めて渡邊会

イベントで会員がちょっとお話をする事だとわかり勉

長、伊藤直前会長、石田会員、上原会員、桜井会員、

強になりました。

冨、の６人でメイクアップをさせていただきました。
八日市場ＲＣの皆様には温かく迎えていただき心から

卓話（たくわ）とは親睦会などといったイベントの開催

感謝を申し上げたいと思います。

時間中にある参加者が他の参加者全員を前にして自身の

新しい会員の皆様には、他クラブ例会出席の楽しさや

意見を発表することを意味する。主な場合、業界の事情

新しい交流の芽生え、更には、自クラブとの雰囲気の

に関して深く知覚している者が担当しているため聴衆に

違いを感じるなど大きな気付きを得たことと思いま

とっては日頃に接することができない業種に属している

す。

人々の話をうかがうことができるがゆえに、聴くことで

又、４月の 18 日火曜日に八日市場ＲＣへ再度、倉石

自身の世界に対する視野が広がり人生においての大きな

会員、秋葉会員、 冨の３人でメイクアップをさせて

糧となることが期待できる。これは主にロータリークラ

いただく予定です。

ブで用いられている言葉であり、各地のロータリークラ

加えて、上原会員より別のクラブへのメイクアップも

ブが運営する各サイト内でもこれはロータリーの用語で

企画してほしい旨、要望がございましたので、渡邊会

あるかの如く解説されており、実際にこの言葉を目にす

長と相談をして、追加でメイクアップを実施したいと

る機会の大部分がロータリークラブ関連ではあるもの

思います。

の、ライオンズクラブをはじめとした他のクラブや企業
が行っているイベント、各学校の同窓会などでの参加者
によるスピーチを意味する言葉としても使われているこ

会員卓話

とがある。

今日は卓話の中で何の話をしようかと考えてきまし
た。私は人材派遣の仕事をやっているので、いまだに
よく秋葉は人貸しだとか手配師だと言われます。よく
勘違いされるお話を例えて皆さんに説明させていただ
きたいと思います。
おきや：遊女や芸妓(げいぎ)を抱えている家。遊女と遊
興する揚屋(あげや)に対して、遊女を置いておく家とい
う意味で、遊女屋を置家と別称するようになった。した
がって、置屋へ客をあげることは違法であるが、厳密に

秋葉 英昭 会員

守られたわけではない。女性を置かずに遊興の場所を提

皆さんこんにちは。先日は素晴らしい歓迎会を執り行

供するだけの家に対し、なんらかの形式で女性を置く家

っていただき、誠にありがとうございます。立場的な

を置屋とよんでいた。明治維新後の遊廓(ゆうかく)制度

ものもあり、なかなか歓迎会というものに呼ばれるこ

では遊女屋を貸座敷と公称したが、俗称としては置屋も
使われていた。しかし、芸者屋、子供屋とよばれていた

ものを芸妓置屋と改めたので、置屋はその略称として使

ニコニコボックス

用されることが多い。関西では芸妓の住居を家形(やか
た)と俗称したが、土地によっては置屋と混同している

野島暉通君・伊藤元雄君・花澤昇一君
…奥様誕生祝いありがとうございます

手配師（てはいし）とは、人材斡旋を業とする者に対す
る日本における呼称の一つである。古くは請負師ともい
い、手段や業態が適法であるか否かに関わらず手数料を
取って人材を周旋する者一般を指して用いられた。労働

冨一美君・市原豊彦君・渡邊孝文君・小川佐内君
…秋葉英昭会員卓話ありがとうございます
秋葉英昭君
…歓迎会を開いて頂きありがとうございました

本日計 14,000 円
累 計 637,003 円

者派遣法や職業安定法による業法規制が一般化した現在
では、労働者派遣法による規制に従って営業する者を労
働者派遣事業者、職業安定法による規制に従って営業す
る者を人材紹介業者（有料職業紹介事業者）といい、手

出席報告

配師の語は、無許可または非合法な手段を用いて人材を

例会日

会員数

出席

出席率に用
いる数

％

と呼ばれてきた特定の業態にて営業する者等に限られる

4月6日

36

21

28

75.0

傾向にある。請負師といった場合はより意味が限定的と

☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★

斡旋する者、人材斡旋を行うもののうち伝統的に手配師

なり、一部の建築業等に見られるように、顧客から仕事
を請け負い、自らは労働や作業をすることなく、必要な
人材（職人）や材料を手配し、かかった手間賃や材料費
に利益を上乗せして稼ぐ者のことも指す。
労働者派遣事業（ろうどうしゃはけんじぎょう）
、人材
派遣（じんざいはけん）
、労働者派遣（ろうどうしゃは
けん）
、口入れ（くちいれ）は、雇用事業の一つ。派遣
元となる人材派遣会社に登録している者を、派遣先（取
引先）となる事業所へ派遣して、かつ派遣先担当者の指
揮命令のもとで労働サービスを提供する雇用形態のこと
である。隣接する事業に、職業紹介事業がある

横芝町に生を受け、48 年間特に何の技術もなく、運
と人間関係を頼りに生きております。
平成 19 年 会社設立、自宅が本社
平成 23 年 清掃事業フランチャイズを市川にて展開
平成 24 年 横芝営業所開設
平成 25 年 お掃除 市川 閉鎖、船橋事業所開設
平成 27 年 成田事業所開設
平成 29 年 現在に至る
派遣スタッフ 500 名、成田空港を中心とした地域の雇
用の拡大で地域の人々が安心して働ける企業を目指し
ております。愛と夢のあふれる企業づくり、地域の発
展に協力できるよう努力している所存です。今後とも
よろしくお願いいたします。

4/8（土）茂原ＲＣ創立 60 周年記念式典及び祝賀会
に行ってまいりました。

