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に島田委員長と参加してきました。一日お疲れ様で
した。セミナーのテーマは「実践的な国際奉仕活動
と未来の夢計画」についてでした。午前中、クラブ
に有益な未来の夢計画のスタート、グローバル補助
金の進め方について説明がありました。午後は初代
グローバル補助金奨学生との対話、本当に終わるの
かポリオについて、ポリオはあと一息だそうです。
Ｒ財団への寄付金について、その種類と寄付の方法
について、グローバル補助金の進捗状況について説
明がありました。第2790地区では以下6クラブの申
請がありました。松戸中央RC（バリ島支援プロジ
ェクト）。船橋東RC（小学校の校舎・トイレの補修
支援プロジェクト）承認。地区国際奉仕委員会（ウラ
ンバートル116盲学校支援プロジェクト）承認。銚
子RC（ミンダナオ島盲学校支援プロジェクト）。以
上が地区補助金承認されました。木更津東RC（山
羊銀行プロジェクト）。茂原RC（台湾医療巡回バス、
プロジェクト）。以上2件が地区グローバル補助金
に承認されました。銚子クラブの承認には、高橋宏
資委員長の助成金申請上申書と、事前調査が功を奏
したと言っても過言ではないと思います。その上で、
プロジェクト計画に当っては、クラブ全員で参加で
きるようにする事が成功の秘訣と思います。セミナ
ーの詳細に付いては後日、島田委員長にお話をお願
いしたいと思っております。
銚子の夏祭りも終わり、世界水泳大会も日本人金・
銀・銅の大活躍です。暑さに負けず頑張りましょう。

皆さんこんにちは。今日はベテラン会員桜井さん、
岡根さんによる卓話です。楽しみにしております。
8月3日㈯国際奉仕・ロータリー財団合同セミナー

今週のプログラム

ガバナー補佐訪問

「電子部品（水晶）について」
　第7分区ガバナー補佐
　　　椎　名　正　良　様　（旭RC)

「ダバオ視察について」
　　　高　橋　宏　資　国際奉仕委員長

前回の例会報告（8月7日）

点鐘：宮　内　　榮　会長
国歌斉唱
ロータリーソング：奉仕の理想

第2770号（2013年8月21日発行）

会長挨拶会長挨拶
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第2回理事会報告
第1号議案　8月9月10月プログラムの件
　　 ....................................................................... 承認
第2号議案　ガバナー補佐訪問クラブ協議会の件
　　 ........................................  承認、開会挨拶：会長
第 3号議案　ガバナー公式訪問、クラブ協議会、懇
親会の件  .......................  承認　懇親会は行わない

第4号議案　12‒13年度決算案の件  .........  原案承認 
第5号議案　13‒14年度予算案の件
　　 ....................................  承認、社会奉仕委員会備
　考欄：希望の風奨学金の募金に訂正、ハートフル
　基金支出31万円へ訂正
第6号議案　両クラブ親睦スポーツ大会予算案の件
　　 ...............................................................  原案承認
第7号議案　国際奉仕の件
　　 ...............................................................  原案承認
第8号議案　定款変更の件
　　 ...............................................................  原案承認

★☆★☆ 誕生日おめでとうございます ☆★☆★

★☆★☆ 創業記念日おめでとうございます ☆★☆★
佐　藤　直　子　会員（8月1日）
神宮寺　孝　之　会員（8月1日）
伊　藤　浩　一　会員（8月3日）

週報拝受 … 佐原RC
活動計画書拝受 … 松戸RC

　1. ガバナー事務所夏季休暇のお知らせ
8月12日㈪～ 16日㈮

　2. ガバナーエレクト事務所夏季休暇のお知らせ
8月12日㈪～ 16日㈮

　3. ロータリー日韓親善会議のご案内　第2530地
区よりのお願いの送付

　4. 地区大会登録開始のお知らせ
　5. 例会取り消しについての参考資料

以上、ガバナー事務所
　
　6. 米山卓話　通知書
　　　 ................ 第2790地区米山記念奨学会委員会
　7. 確定申告用寄付金領収証についてのお願い
　　　 .............  公益財団法人ロータリー日本事務局
　8. 平成25年度賛助会費ご納入のお願いについて
　　　 ....  財団法人ボーイスカウト千葉県連盟維持財団
　9. バーベキュー大会のお礼状
　　　 ........................................ 石毛くにゆき後援会
  10. 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・ベースボールの開催について
　　　 .....  銚子市教育委員会教育部スポーツ振興課

【例会変更】
小見川RC
　　 … 8月14日㈬　定款第6条第1節により休会
　　 　 8月21日㈬　納涼例会予定
波崎RC
　　 … 8月15日㈭　定款第5条第1節により休会

幹事報告幹事報告会長報告会長報告

記念日記念日

お客様お客様

米山奨学生
　金　ユリ　様

奨学金を授与しました。

岡　根　　　清　会員
（8月3日）

小田島　國　博　会員
（8月3日）
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✌ 大ニコニコ 宮内　榮　会長 ✌
　待望の初孫（女の子）が出来ました。誰のお蔭でも
ありません、本人たちの努力です。でも、これからは
皆さんのご指導とご協力をよろしくお願い致します。
✌ 金島　弘　会員 ✌
　8月2日新潟県長岡花火大会を見に行き、復興祈
願フェニックス9米100俵尺玉100連発、圧巻でし
た。錦鯉より感激しました。

ロータリーの友今月号から次の記事を紹介致しました。

① ロータリー希望の風奨学金の織田会員からの現況
報告(東日本大震災を決して忘れることなく、す
べての遺児が進学の希望をかなえることを目標に
粘り強くプログラム推進します。）
② 国際ロータリーからのメッセージ「10万人会員を
目指して」
③ 日本の一クラブの平均会員数の20年間の推移表
（15年前をピークに3割から4割減。）

ミンダナオ島、盲学校支援プロジェクトの件

一昨年、ロータリーの思い出について卓話でお話
ししましたが、それと重複する部分があると思いま
すが、思いつくままお話させていただきます。
まず新入会員の方も増えましたので、自己紹介さ

せていただきます。1934年生まれで来年80才になり
ます。年相応の病気もし、満身創痍の状態ではあり
ますが、現在何とか頑張っております。43才で入
会しまして、人生の半分近くをロータリアンとして
過ごしてきました。
まず、一番印象に残っていることは、入会まだ間
もない頃の丸島先生との思い出です。先生は常にロ
ータリー要覧を研究されておりまして、当時例会後
は皆で集まり、ロータリー談義をしておりました。
それを『丸島学校』と呼んでおりましたが、その時
我々新人ロータリアンが勉強し鍛えられた事が、今
でも銚子クラブの伝統として残っているように思わ
れます。
又、RI会長のテーマにおいては2つ印象に残って
いるものがあります。まず、私が会長であった年
1992年のクリフォードL.ダクターマンRI会長の
「まことの幸福は人助けから」。そして、1989年ヒ
ューM.アーチャーRI会長の「ENJOY ROTARY ! 」。
どちらも核心をついた言葉で、今でも自分の指標に
なっており、忘れられない言葉です。
今回のテーマは「私にとってのロータリー」という
ことであります。今までの人生の半分近くをロータ
リアンとして過ごし、たくさんの先輩方、同僚の方
と友達になることができました。入会していなかっ
たら、このようにたくさんの方々とめぐり会えるこ
とはなかったと思います。心からロータリアンにな
ってよかったなあと思います。今後も、銚子クラブ
の伝統であります品格を重んじるクラブであり続け
てほしいと、心から希望いたします。

委員会報告委員会報告

卓　話卓　話ニコニコBOXニコニコBOX

ニコニコBOXの紹介
丸山　泰典　会員

クラブ情報委員会

　上総　泰茂　委員長

国際奉仕委員会

　高橋　宏資　委員長

『私にとってのロータリー』
桜　井　広　和　会員
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昭和64年1月4日、前年の12月31日に銚子青年
会議を満60才で卒業し、そのまま銚子ロータリー
クラブに入会しました。
無我夢中で「明るい豊かな社会を築きあげよう」の
綱領のもと、銚子へ帰って来てから街作り運動を続
けてきた自分としては少し寂しい気持ちもありまし
たので新しい組織に入り、自分より先輩の方々との
おつきあいを期待し、そして楽しく過ごさせていた
だきました。
紹介者は、関谷善朗さん、桜井伸一さん、池口敏
郎さんでしたが、入会当日、3名の方は例会欠席で
した。1月4日でも例会を行っていたことが、今思
えばあの当時は当たり前の事だったのかもしれませ
ん。入会に先立つロータリーの説明に来てくれた方
が誰だったのかはまったく記憶にありません。申し
訳ありません。
以来25年目を迎えた私のロータリーに対する気
持ちは今、少し薄くなってきているのかもしれませ
ん。入会3年目に幹事、13年目に会長を会員の皆様
のご協力のもと務めさせていただきましたが、その
時がピークだったのかもしれません。
毎例会時の会長挨拶には必ずロータリーに関する
事を自分なりに解釈し、紹介する事にしていました。
ガバナーに送付される週報で銚子ロータリークラブ
の伝統を汚さない様、その為にロータリーの精神を
勉強させていただいた事が大変有意義であったので
はと思っています。
特に職業奉仕は難解なテーマでしたが、しかし今、
自分の職業を顧みてみますと「ロータリアンの職業
宣言」1から4は知らず知らずに実践している自分
に気付く事があります。バブル崩壊以降の非常に厳
しい業界環境の内にあって、なんとか生き残れたの
もこのお陰かと思います。自分が他者にされて嫌な
事はしない。自分がされて嬉しいことは積極的に行
う。ものの見方、考え方が知らず知らずに変わって

来ていると思えます。
「ロータリーの綱領」「ロータリアンの職業宣言」
「四つのテスト」これらは最初はなかなか馴染めない
と思いますが、繰り返し繰り返し目にし、耳にして
いると自然と吸収され自分のものとなっていくと思
います。
ロータリー歴の浅い会員の方々にはその様な機会

がありましたら積極的に参加される事をお勧めします。
最後になりますが、ロータリーを一番勉強、経験
できるのは会長です。昨年度の大里会長、今年度の
宮内会長もそうだと思います。折角ロータリーに入
会したのですから是非会長を経験してみて下さい。

【出席報告】
会員総数　43名　出席計算　39名
　出　席：36名　欠席3名　出席率92.31%
　欠　席：神宮寺君・栢尾君・宮﨑君

【M U】
8/3 国際奉仕・R財団セミナー
 宮内（榮）君・島田君
8/6 銚子東RC　大里君

【ニコニコ】

ニコ ニ コBOX ￥19,000 計 ￥138,000

スモールコイン ― 計 ￥ 10,890

米 山 B O X ￥ 3,100 計 ￥  9,100

希 望 の 風 ￥31,300 計 ￥ 57,100

次回のプログラム（8月28日）
「会員拡大増強月間に因んで」
第2790地区
クラブ奉仕委員長  会員増強委員長
　青　木　貞　雄　様

　　お弁当：黄鶴（中華）

編　集　後　記
皆様のお近く、ご自身・ご家族のことなど、会報
に掲載させて頂ける事がありましたらお知らせく
ださい（4面掲載）。取材に伺います。

広報・会報委員会

『私にとってのロータリー』
岡　根　　　清　会員


