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ない社会を築こうとする全国的な運動です。
と言っても1度犯罪者になると、社会復帰するのが難

しい社会であるのも事実です。
テレビや新聞では毎日のように事件のニュースが報道

されています。安全で安心な暮らしは全ての人の願いで
す。取り締まりの強化や、処罰も大切ですが、犯罪や非
行を生み出さない家庭や社会を作ることも重要と思います。
今月は特別月間です。特別月間とは6月から7月に掛け

てはロータリアン一人ひとりがロータリーの活動に参加
するよう、RI 理事会が指定した月間のことであります。
今月は指定がないので、これから銚子ロータリークラブ
活動の基礎の周知を図る意味での準備と各委員長の計画
発表の月間と思います。
本年度は、ロータリーの実践に向け各奉仕委員長さん

と共に、全員野球が出来るように行動したいと思います。
本日のプログラムは、五大奉仕委員長挨拶です。クラブ
奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、今年度から新世
代奉仕の名称が青少年奉仕と変りました。以上の五大奉
仕はロータリークラブを運営する上で重要な委員会であ
ります。各委員会の役割、今年度の方針等、詳細に付い
ては、後日クラブ協議会にて発表の予定です。本日は五
大奉仕委員長さんよりその熱意を会員の皆さんに伝えら
れるように、ご挨拶をよろしく御願い申し上げます。以
上で第2回会長挨拶を終わります。

織　田　吉　郎　会員
　●地区諮問委員会委員
　●地区指名委員会委員
　●地区大会決議委員会 委員長
島　田　洋二郎　会員
　●青少年奉仕委員会ローターアクト委員会　委員長

皆さんこんにちは。先日例年よ
り10日余り早い梅雨明け報道があ
りました。これから益々暑くなり、
猛暑日が続くそうです。体調には
充分気をつけてください。
先週の7月6日土曜日、社会を

明るくする運動のパレードに参加
してきました。この運動は昭和26
年7月法務省が犯罪者予防更生法施行1周年を記念して、
その翌年の7月1日からキャンペーンが実施されて、今
年で63回目だそうです。当日は天候に恵まれ過ぎ、大
変暑い中、銚子市役所から駅前十字路、中央みどり公園
まで行進しました。銚子ロータリークラブから大岩会員・
杉山会員・越川会員（銚子市長）・植田会員・岡根会員・
坂本会員・金子会員・田中会員・金島会員・高木会員・
石毛会員・宮内（秀）幹事と私の13名が参加しました。
今年度は37団体、約1000名余りの参加でした。
社会を明るくする運動は、犯罪や非行を防止し、また

その犯罪、非行を犯してしまった人たちの再生について
理解を深めそれぞれの立場において力を合わせ、犯罪の

今週のプログラム

　　　『出前授業に参加して』

　　　　　植　田　正　義　　会員
　　　　　有　村　俊一郎　　会員

前回の例会報告（7月10日）

点鐘：宮　内　　榮　会長
ロータリーソング：我等の生業

会長挨拶会長挨拶

第2766号（2013年7月17日発行）

委嘱状交付式委嘱状交付式
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クラブ奉仕委員会
信　太　秀　紀　委員長

★☆★☆ 入会記念日おめでとうございます ☆★☆★
松　本　恭　一　会員（7月4日）　
高　瀬　幸　雄　会員（7月6日）　
杉　山　俊　明　会員（7月7日）　
坂　本　尚　史　会員（7月7日）　
堀　米　秀　和　会員（7月8日）　

★☆★☆ 創業記念日おめでとうございます ☆★☆★
伊　東　　　功　会員（7月7日）　

活動計画書拝受…館山RC

１．クラブ奉仕委員会セミナー開催のご案内
２．地区負担金送金明細の中の印字ミスについて
３．米山普通寄付送金のお願い
４．地区関係負担金振込用紙について
５．バギオだより2013年7月号 vol. 37
６．地区補助金申請結果報告
７．職業奉仕セミナーのご案内
８．ロータリーインターナショナルビジネスマスターカード申込案内
９．R財団アンケートのお願い

以上、ガバナー事務所
10．八日市場RC　創立50周年記念誌拝受
11．ちば里山新聞第36号拝受
　　  .....................................  NPO法人ちば里山センター
12．銚子市制施行80周年記念宝くじ「スポーツフェア」
ドリーム・ベースボール　後援申請書

　　  ................  銚子市教育委員会教育部スポーツ振興課
13．平成25年夏の交通安全運動実施要綱について
  .................... 銚子市交通安全都市推進協議会事務局
14．ご当地アイドルグループ「銚子元気娘。」 後援依頼書  
　　  .................................................................. 銚子元気塾
15．一周年記念パーティのご案内
　　  ........................................  特定非営利活動法人TINA
　　　　　　　　　　　　　コレカラ99実行委員会

【例会変更】
旭RC
 … 7月26日㈮　夜会移動例会、黄鶴、点鐘6時半

八日市場RC
 … 7月30日㈫　夜会移動例会、黄鶴、点鐘6時半
 　 8月13日㈫　定款5条第1節により休会

✌ 第7分区ガバナー補佐　椎　名　正　良　様　
　一年間よろしくお願い致します。
✌ 銚子東ロータリークラブ
　宮　内　　　博　会長
　釜　谷　藤　男　幹事
　今年度の東ロータリークラブの会長・幹事を務めるこ
とになりました。どうぞよろしくお願い致します。
　小田島　國　博　会員
　市内小中学校の親と子のよい歯コンクールにて小学校
1年の孫が小学校1年生から3年生までの図画の部で1位
入賞し、6月27日市役所で表彰されました。遺伝子が私
に似ないで良かったと思います。
　宮　内　清　次　会員
　ロータリー憩いの森桜植樹につきまして、予定の56本
全て寄進頂きました。本当にありがとうございました。
また大里庄治郎名誉会長はじめパスト会長さんには特段
のご協力をいただきました。重ね重ねお礼申し上げます。
9月中旬頃をめどにささやかな記念会を予定しています。
どうぞよろしくお願い致します。
　上　総　泰　茂　会員
　先々週のカンブリア宮殿で洋菓子メーカー モンテール
が紹介されました。その中で次男がアップで5分位写っ
ていました。驚きました。
　神宮寺　孝　之　会員
　壮年野球大会でうれしい準優勝でした。7日の日曜日
はダブルヘッダーで体力的にヘロヘロになりました。
　五大奉仕委員長一同
　銚子ロータリークラブ発展のために誠心誠意つくして
まいりますので、1年間どうぞよろしくお願い致します。

本年度クラブ奉仕委員会は親睦
と会員増強がテーマでございます。
100年前4人の青年で作られまし
たロータリーの原点は互恵取引を

除けば心の許せる真の友達がほしいということでありま
した。そのことは1935年昭和10年に来日したポールハリス
にある新聞記者が「なぜあなたはロータリーを作ったの
ですか」という質問に「只たださみしかったからです。」
と答えたポールハリスの言葉に見出されるわけです。こ
の時点では奉仕という考え方はなかったのですが、あの
ドナルドカーターの「会員以外の人のために何もしない

五大奉仕委員長挨拶五大奉仕委員長挨拶

幹事報告幹事報告

記念日記念日

お客様お客様

ニコニコBOXニコニコBOX
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職業奉仕委員会
髙　木　浩　一　委員長

社会奉仕委員会
大　岩　將　道　委員長

国際奉仕委員会
高　橋　宏　資　委員長

代読：金島 弘  会員代読：金島 弘  会員

ようなクラブは遅かれ早かれいずれ消滅するであろう。」
という発言でポールハリスは困惑し、喧々諤々の論議に
発展し、ロータリーはまさに空中分解をしそうになります。
それを救ったのが1923年セントルイスの国際大会で決議
された、23‒34項であります。これこそService above self 
超我の奉仕そしてHe profits most who serves best 「最も
多く奉仕するもの最も多く報われる」の哲学そのものです。
また1997年13万人まで増強されました日本のロー

タリアンは現在とうとう9万人を割ってしまいました。
全会員に占める女性会員の割合は世界平均で15％、韓
国では10％台湾では8％であります。日本ではたったの
3％です。会員増強に関しては女性にターゲット絞って
みることが肝要と思われます。一年間よろしくお願いい
たします。

13‒14年度、職業奉仕委員長
を務めさせて頂きます髙木です。
2009年入会以来、早いもので5
年目に入りました。その間、親睦

委員・地域環境委員長・新世代委員とゆったりとロータ
リアンとしての時間を過ごしてまいりしたが、5月の連
休前に職業奉仕委員長のお話が宮内会長よりあり、今ま
での流れでなんとなく受けてしまったのが、運のつきと
言いましょうか、周りからは、「金看板！金看板！」と、
委員会メンバーを見れば、歴代会長がずらり「私に何を
させたいんだ！」というのが、今の気持ちですが、始ま
ってしまったからには気持ちを新たに、関口ガバナーが
職業奉仕を表して、「煌めく北極星」であると明言され、
標語として「職業奉仕の精神を学び合いロータリアンの
心を輝かせよう」が発信されました。この思いを共有し、
この1年、皆さまと共に職業奉仕の原点に立ち戻り、勉
強をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願
いいたします。

地域社会のニーズを把握し、地
域活動を行います。会員一人ひと
りが目的意識を持ってその力を結
集して、ときには他と協力し、地

機・環境保全委員会と共に活動をしてまいります。銚子
RCがこれまで行った植樹の現在の様子を報告いたします。
①ふれあい広場アメリカン・ディゴ　赤い花が満開でし
たが下草がかなり伸びておりました。

②銚子市青少年文化会館前の蘇鉄　よく手入れされてお
りました。

③中央みどり公園　桜は根がかなり土より浮き出し手入
れが必要。

④銚子駅前花壇　花をよく咲いていたが入れ物がかなり
老朽化している。

⑤猿田神社ロータリー憩いの森　ポールハリス五世の月

桂樹はかなり葉が落ちていました、会員有志の56本
の桜は元気で春には花見ができるようです。

当委員会は、ロータリーの綱領の
第4項に掲げられた『奉仕の理想
に結ばれた事業と専門職務に携わ
る人の世界的親交によって国際間

の理解と親善と平和を推進すること』という目的を充分
に理解して活動いたします。
　その為に本年はR財団、そして米山の小委員会が円滑
に活動できるように協力し、WCS、RFの活動を促進・
充実させ、「元気のあるクラブ」を目指して活動してま
いります。
　また、本年度は宮内榮会長の希望によりしばらく休止
しておりした世界社会奉仕WCSの活動を再開すること
となりました。WCS活動は手続要覧にもあるように国
際奉仕活動を通じて人々の生活を改善し人々のニーズに
こたえるプロジェクトを実践することです。そして物質
的・技術的・専門的援助を通して国際理解と親善を推進
することであります。
そして

・愛国主義にとらわれず人種的優越感によって行動しない
・多民族と協調する共通の基盤を求めこれを育むべきである
・一部地区の貧困は全体の豊かさを危うくすると認識し、
あらゆる国の人々の生活水準を高めようとする活動を
支援すべきである
これらを守り援助を必要としている人々の生活の質を

国際奉仕を通じて高めることを目標とします。

「活動計画」
1 ．ミンダナオ島盲学校の支援
2．千葉科学大学米山留学生への支援
3．海外クラブとの交流（南ダバオRC 10月30日来銚予定）
4．月間における卓話の実施
5．シドニーで開かれる世界大会（6/23 ～ 6/26）参加の
呼びかけ

　以上の5項目について活動いたします。

フィリピンは近隣の東南アジアの国々と比較しても人
口密度の高い国であり、さらに人口増加率がマレーシア
と並んで高いにもかかわらず、一人当たりの国民総所得
はかなり低いという状況にあります。これは、人口の増
加スピードに対して経済成長のスピードが不十分である
ためと見られます。さらに、ミンダナオ島は昨年の未曾
有の台風襲来による災害被害からの復興が進んでおらず、
住民の貧困化が進んでいます。
教育に関しては、フィリピン政府は無償で初等教育（小

学校）・中等教育（ハイスクール）を提供しています。し
かし、フィリピンでは4万人の視力障害を持った子ども
たちがおり、その内300人だけが盲学校に登録されてい
る現状で、ミンダナオ島においては公共の盲学校はなく、
ダバオ市に私設の盲学校が1校あるだけです。現在ミン
ダナオ島全土から5歳から22歳までの目の不自由な子ど
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青少年奉仕委員会
宮　内　龍　雄　委員長

もたちが約60名集まり学んでいます。この盲学校はド
イツの企業が当初は年間300万ペソの資金を提供し現地
ボランティアが経営していました。しかし経済状況の悪
化により年間150万ペソに縮小され、現在は南ダバオ
RCが運営を支援し、さらにボランティアの協力を募っ
て運営に当たっています。教師の大半はボランティアと
いうこともあり、これ以上の受け入れは難しい状況にあ
ります。生徒たちは皆貧困層の子どもたちで、生活環境
を与えられ無償で教育を受けています。
当クラブは南ダバオRCと友好関係を築いてまいりたく、
3月中旬にダバオを訪問して現地を視察してまいりました。
盲学校では、教育の一環として音楽が大きな割合を占

めています。また子どもたちも音楽に大変興味を持って
いましたし、楽器を演奏することを楽しんでいました。
しかし、楽器はトランペットなどの管楽器が10個と太鼓
が1個あるのみでした。楽器の数や種類が増えることに
よって、より多くの児童が楽器に触れることができ、演
奏することができ、そして目が不自由でも将来の生活が
少しでも豊かになる一助となり、雇用への道が開けるも
のと信じています。支援の第一段階として、銚子RCで
は南ダバオRCと協力して、このダバオの盲学校に音楽
教材として楽器類を送りたいと思っています。
予算は総額58万円ですが、地区補助金が約半額の28

万円で通りましたので、残りはハートフル基金を使って、
トランペットなど8台の楽器を送りたいと思っています。
9月末までには現地に運ぶ予定です。皆様の御協力をよ
ろしくお願いいたします。

この度　青少年奉仕委員長を拝
命致しました宮内です。本年度よ
り、新世代奉仕委員会より青少年
奉仕委員会と名称が変更になりま

したが、活動内容は従来と同じとのことです。
正直なところ私は本委員会の委員長としてどの様な活

動をするか、方向性がはっきりとしていません。ただ振
り返って見ますと入会以来8年間のRC活動の中心が青少
年育成に関わる活動であったと思います。第一回千葉科
学大学留学生懇親会、科学大学ローターアクトとの交流、
ライラの参加、米山奨学生のカウンセラー拝命、WCSに
参加してフィリピンにおいての青少年に対する援助、出
前教室等色々なプロジェクトに携わってまいりました。
本委員会はこのよう様な活動をとりまとめ、発展させて
いくのが責務だと考えます。
手続要覧によりますと、「各ロータリアンの責務は、

年齢30歳までの若い人すべてを含む新世代の多様なニー
ズを認識しつつ、よりよき未来をもたらす為に新世代の
生活力を高めることによって、新世代に将来への準備を
させることである。」この様に謳っていることは新世代の
育成はロータリアンにとって重大な任務であると考えま
す。本委員会は会員皆さまのご援助とご協力を頂きなが
ら様々な奉仕活動を展開していきたいと思います。
無力な委員長でありますが、ご支援、ご指導よろしく

お願い申し上げます。

【出席報告】
会員総数　43名　出席計算40名
　出　席　34名　欠席6名　出席率85％
　欠　席：青野君・栢尾君・越川君・大里君・佐藤君　
　　　　　高橋君
【M U】
7/6 社会を明るくする運動パレード
 石毛君・金子君・金島君・越川君・宮内（秀）君
 宮内（榮）君・岡根君・大岩君・坂本君・杉山君
 高木君・田中君・植田君
7/6 2790地区ガバナー・ガバナー補佐・委員長合同会議
 島田君
7/7 地区RAC次年大会　島田君
【ニコニコ】

7月6日、市役所から中央みどり公園まで行進しました。
暑い中、おつかれ様でした。

ニ コ ニ コBOX ￥32,000 計 ￥69,000
スモールコイン ― 計 ￥ 4,300
米 山 B O X ￥ 3,300 計 ￥ 3,300
希 望 の 風 ― 計 ￥25,800

次回のプログラム（7月24日）
　新入会員卓話『銚子にたどり着くまで』
　　白　濱　龍　興　会員

　　お弁当：膳（幕の内）

訂正とお詫び
　前回発行の会報で、スモールコインの合計が
￥43,000は￥4,300の誤りでした。お詫びして
訂正いたします。

社会を明るくするパレード社会を明るくするパレード


