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THE ROTARY CLUB OF CHOSHI 

創 立  昭和32年３月２３日 

RI承認  昭和32年４月１５日 

会  長  宮 内 秀 章 

副会長  田 中 英 子 

幹  事  寺 内 忠 正 

会  計  常世田 祐 一 

例会日時 毎週水曜 12:30～ 

例会場  銚子商工会館５階大会議室 

事務所  銚子市三軒町19-4 

       銚子商工会館４階 

電 話   0479-23-0750 

ファクス  0479-25-8789 

E‐mail   rotary@choshinet.or.jp 

URL http://www.tcs-net.ne.jp/~crc/ 

2019-2020年度 ＲＩ会長テーマ 

ロータリーは世界をつなぐ 

ROTARY CONNECTS THE WORLD 

ＲＩ会長 マーク・ダニエル・マローニー 

 

国際ロータリー第2790地区 

銚子ロータリークラブ会報 

第２７９０地区 

ガバナー諸岡 靖彦 (成田RC)  

広報・会報委員会   

委員長 石毛 英俊  副委員長山崎 芳樹 

委  員 大岩 將道 
  

 
 

会員の皆様へ ―５ 
皆さん、こんにちは。ゴールデンウィークは如

何お過ごしでしたでしょうか。銚子の街も例年

に無く静かで寂しさを感じる程でした。 

私は、自宅で不用品の処分や普段は出来ない大

掃除を行いました。「こんなに！」と驚く程のゴ

ミを処分したことにより気持ちもスッキリした

ところであります。また、片付けをしていると古

い写真が見つかり、亡き父との思い出が巡り心

安らかな時間を過ごすこともできました。 

 ところで、コロナ禍の影響で世の中の経済は

大きな打撃を受け、会社・団体等をはじめあらゆ

るところでＳＮＳに対し活用の見直しと共に

様々な変革が起きております。我々ロータリー

に於いても３つの密を避けることから、地区研

修協議会等がYouTubeでのオンライン配信とな

りました。そこで日本の E-Club について少しご

紹介いたします。 

日本には、日本ロータリーE２６５０を初め１１

の E―Club があります。 

ロータリーE クラブとは、オンラインで例会を

開くロータリークラブで、６年間の試験期間を

経て２０１０年６月３０日より正式に国際ロー

タリーの加盟クラブになったそうです。例会は

毎週１回、２４時間、ホームページ上で開催され

各自が HP に掲載されているロータリーの理念

や奉仕活動実践などを閲覧し、それに対する意

見を書き込んだりすることにより例会とするそ

うで、例会をオンラインで開くことを除けば基

本的に他のロータリークラブと変わらないよう

です。その他メークアップの規定がいくつかあ

りますが、１０年以上も前からこのようなイン

ターネットを活用しての例会、そして枠にとら

われない会員人脈や新しい形での奉仕活動に繋

がるシステムを構築したロータリークラブに感

銘を受けました。 

また、この度の状況下においては、このようなオ

ンラインの利便性をしみじみと実感しておりま

す。同時に今まで何の問題もなく例会場で皆さ

んと毎週お会い出来ていたことを改めて感謝す

ると共に、私個人的には、出来る限り例会場で直

接会員みなさんとお会いし、親睦と友情を深め、

情報の共有と楽しいひと時をいつまでも大切に

していきたいと考えます。 

 

４月のクラブ活動報告 
１日(水)例会休会 

２日(木)宮内会長から会員の皆様へ-1 発信 

３日(金)第 3080号会報 4/1発行 

ガバナー月信・ロータリーの友・次年度委員会

構成表を会員へ配付(郵送) 

３月お誕生日会員５名を会長幹事が訪問 

お祝い品をお届け 

６日(月)臨時理事会 

８日(水)例会休会 

９日(木)宮内会長から会員の皆様へ-２ 発信 

〜青少年奉仕委員会の活動〜 

14日(火)宮内会長から会員の皆様へ-３ 発信 

〜 桜 〜 

15日(水)例会休会 



−2− 

２０２０学年度米山奨学生 

バンダーラナーヤカ,ショハーン マルウィン

ダヤスさん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出身国：スリランカ 

期 間：2020年 4月 1日～2022年 3月 31日 

千葉科学大学 危機管理学部  

航空技術危機管理学科 3年 

ｶｳﾝｾﾗｰ：大里 忠弘会員 

 

 

 

 

22 日(水)例会休会 

米山奨学金交付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ｶｳﾝｾﾗｰへ委嘱状伝達 

今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の

為、カウンセラー・米山奨学生・指導教員オリエ

ンテーションが中止。 

１回目の奨学金は、22日(水)商工会議所５Ｆに於

いて、指導教官の千葉科学大学船倉教授、大里カ

ウンセラー、会長幹事、次年度会長幹事の 6名で

本人に授与いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

前米山奨学生カウンセラー髙瀬会員へ 

米山記念奨学会から感謝状が贈られました。 

 

 

23日(木)青少年奉仕委員会活動 

銚子市教育委員会へマスク 1,000枚寄贈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27日(月)11時より 第１１回定例理事会開催  

３密を避け例会場にて開催 

 

29日(水・祝日)例会休会 

地区研修・協議会 YouTube による配信を視聴 
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4.27 第１１回定例理事会報告 

１）５月６月例会プログラムの件  …承認 

5/13 例会休会 以降は政府の発表により決定 

２）次年度クラブ協議会の件    …承認 

5/20 例会終了後開催予定 

(今後の況により変更の場合あり) 

３）廣瀬新入候補者の件      …承認 

４）米世話クラブ業務委託覚書の件 …承認 

５）コロナ対策の為の地区補助金事業の件 

…承認 

4.6 臨時理事会報告 

１） 銚子市教育委員会へマスク寄贈の件    

…承認 

新型コロナウイルス感染拡大予防のため 

幹事報告 4.1～ 

【週報拝受】鹿島臨海ＲＣ、旭ＲＣ、小見川ＲＣ 

1. 2020-21 年度クラブ情報と役員情報の報告と

確認について 

2. 在宅勤務 5/31まで延長のお知らせ 

3. 新型コロナウイルスへの対応について調査 

…国際ロータリー 

4. 財団室 NEWS 2020年 4月号 

5. 国際大会千葉ナイト中止について 

6. 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ対応の補助金使用について 

7. ロータリーの友事務所の新型コロナ対応の件 

8. 2020年 4月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ １ドル＝108円 

5月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ １ドル＝107円 

9. ガバナー月信 号外第 2・3・4・5号発行 

10. 2020学年度米山奨学生・ｶｳﾝｾﾗｰ・指導教員 

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ中止のお知らせ 

11. 米山奨学会より業務委託・覚書のお願い 

12. 2020年３月寄付金レポート 

13. 風の便りvol.5 No.9 通刊67号 

14. ロータリー財団日本チームからのお願い 

15. コロナ対策事業の補助金について財団委員会

よりご連絡 

16. ﾏﾝｽﾘｰﾘｿｰｽ /ﾗｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ新機能のご紹介 

17. 財団室 NEWS 2020年 5月号 

18. 青少年奉仕月間リソースのご案内 

19. 4/29YouTube配信ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員長挨拶の訂正 

20. 2020年 4月寄付レポート 

21. 2020.4 月理事会決定事項の公式日本語版ハイ

ライト 

22. 財団オンライン寄付のご紹介 

…ガバナー事務所 

23. 地区研修協議会について 

24. 地区研修・協議会ｵﾝﾗｲﾝ配信における注意事項 

25. ロータリーカード加入の手引き動画 

26. 第 2回会長エレクトセミナー/地区研修・協議

会ｵﾝﾗｲﾝ配信視聴用ﾌﾞﾙｰﾚｲの送付について 

…ガバナーエレクト事務所 

27. 奨学生の世話依頼について・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染

症拡大に伴う対応について 

28. 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大に伴う事務局ﾃﾚﾜｰｸ対応

について 

29. ハイライトよねやま２４１ 

…公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会 

30. 『友』からのご案内 

「コロナ対策 3報と 5月 6月合併号」 

…一般社団法人ロータリーの友事務所 

31. 賛助会ご入会のお願い 

館報 2020年春号 vol.35 

…米山梅吉記念館 

32. 親善ゴルフ大会中止のお知らせ 

…第 8グループ石井ガバナー補佐 

33. 総会のご案内        …銚子市交通安全協会 

34. 第70回社会を明るくする運動市内大行進開催

中止のお知らせ      …銚子地区保護司会 

35. マスク寄贈お礼状    …銚子市 

 

【例会変更】 

八日市場ＲＣ 

4月 7日(火)通常例会（諸連絡の伝達のみ） 

14日(火)21日(火)28日(火)休会 

5月 12日(火）19日(火)26日(火)休会 

新型コロナウイルス感染拡大予防の為 

小見川ＲＣ 

4月 1日(水)8日(水)15日(水)22日(水)休会  

29日(水)定款第８条第１節(Ｃ)により休会 

5月 13日(水)20日(水)27日(水)休会 

銚子東ＲＣ 

4月 7日(火)14日(火)21日(火)28日(火) 

5月 12日(火)19日・26日休会 

新型コロナウイルス感染拡大予防の為 

5月 5日(火)定款により(祝日)休会 

佐原ＲＣ 

4 月2日・9日・16日・23日・30日の例会を休会 

佐原香取ＲＣ 

4 月6日・13日・20日・27日の例会を休会 

旭ＲＣ 

４月 5 月の例会は新型コロナウイルス感染予防に

伴いｵﾝﾗｲﾝ（ＦＡＸ）例会とする 

定款第 7条第 1節 bによる 

成田空港南ＲＣ 

5月 14日(木)・21日・28日休会 

24日(日)〜26日(木)親睦旅行中止 

28日(木)ＩＭ中止 
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会員の記念日  

喜寿おめでとうございます。 

 

 

大岩 將道会員 

(3月 20日） 

 

 

 

 

お誕生日おめでとうございます。 

須永 清彦会員(3月 15日） 

杉山 俊明会員(3月 23日) 

髙瀬 幸雄会員(3月 23日) 

青野 秀樹会員(3月 30日) 

休会中の為、会長幹事がお伺いしお祝いを贈り

ました。 

結婚記念日 

田中 英子会員(3月 6日) 

猿田 正城会員(3月 10日) 

村田  等会員(3月 18日) 

須永 清彦会員(3月 21日) 

大里 忠弘会員(3月 24日) 

青野 秀樹会員(3月 24日) 

髙瀬 幸雄会員(3月 29日) 

入会記念日 

須永 清彦会員(3月 28日) 

創業記念日  

山崎 芳樹会員(3月 1日) 

泉  英伸会員(3月 9日) 

松本 恭一会員(3月 23日) 

青野 秀樹会員(3月 30日) 

櫻井 公恵会員(3月 30日) 

大里 忠弘会員(3月 31日) 

木曽  功会員(4月 1日) 

吉原 祐真会員(4月 1日) 

 
ロータリー憩いの森  

藤の花が咲き始めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4 月 23 日 撮影：金島 弘会員 

【近 況 報 告】 GG 奨学生 工藤 幸介さん 
ご連絡、ありがとうございます。 

私はおかげさまで元気に過ごしております。 

オンラインでの授業やグループでの研究プロジェ

クトなど、友人たちとも協力しながら少しずつ前

進しております。 

スイスでは来週以降、徐々に規制緩和が始まる

ようですが、まだ気を緩めることなく日々を過ご

していきたいと思います。 

日本でも事態がこれ以上悪化しないよう、願って

おります。引き続き、よろしくお願いいたします。  

（2020/4/22） 

5/5 地区財団統括委員会から 

今回のコロナウイルスの影響について 

① アジアで広まった時の市内の様子、危機意識の変

化 

② 緊急事態発令後、市内がどのように変わったか 

③ ②に対し、どのように対応したか。 

④ コロナの影響を受けて感じたこと 

上記④点について報告書提出の要請がありました。 

工藤さんからの報告書詳細は別途お知らせします。 

5/6工藤さん近況↓ 

おかげさまで元気に過ごしております。 

今学期もあと 1 ヶ月を残すところとなりました。 

オンラインでの授業やプロジェクトに戸惑うこと

も多少はございますが、学生同士でも協力し合い

ながら学期末に向けて日々取り組んでおります。 

スイスでは、今のところ 6 月中旬を自粛最終の目

処とし、3 段階で緩和を進めていくようです。来週

にはスーパーと薬局意外の全てのお店も営業を再

開するそうです。銚子の様子はいかがでしょう

か？ロータリークラブの皆様も元気にお過ごしで

しょうか？           （2020/5/6） 

【ニコニコ】3/25までの集計報告 

 

ニコニコ BOX ￥ ― 計 ￥443,010 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 34,371 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 34,855 

希望の風 ￥ ― 計 ￥195,000 

【お知らせ】 

『ロータリーの友』5・6月合併号となり、 

6月上旬に届く予定です。 

諸岡ガバナー月信 号外第 1号〜第 5号 

発行されました。 

地区ＨＰトップより閲覧可能です。 

                    

今後の例会開催について 

状況に応じて可及的速やかに 

ご連絡申し上げます。 

幹事 寺内 忠正 

 

 

 


