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9月7日深夜より、テレビの前でオリンピック
2020年開催地決定までを、8日朝方まで見ており
ました。日本のプレゼンテーションは見事で、特
にアスリートのプレゼンは感動でした。中でも佐
藤真海選手のプレゼンテーションと滝川クリステ
ルさんの、『おもてなし』の言葉から始まるプレゼ
ンも外国の人々に日本人の心を解りやすく話し、
日本は、なくした財布が出てくる、そういう日本
人の道徳的なものの考え方、国柄であるとも述べ
ておりました。5時過ぎ私は一人で万歳三唱をし信太会員の迫力満点のソングリーダーです！

今週のプログラム

「留学生によるスピーチ」

 千葉科学大学　留学生

 キム　ヘソン君（韓国）

 ピョー サンディ　マウンさん（ミャンマー）

 タクシラー　カルアーラッチさん（スリランカ）

前回の例会報告（9月11日）

点鐘：宮　内　　榮　会長

ロータリーソング：我等の生業
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ていました。この20年余り日本には良い材料が
ありませんでした。大震災、経済の疲弊、近隣諸
国との意見の相違、等々です。オリンピック招致
決定で、日本は世界に再度認知されたと言えるの
ではないでしょうか。
2010年私は、日本トルコ友好120周年記念旅行

でトルコに行っておりました。最後まで招致活動
で日本と競ったあの親日的なトルコの人々がどう
思うか心配でしたが、日本は友好国なので応援す
るよ、と言っていたので、気が楽になりました。
いずれにしても日本に活性と希望の光りが見え始
めたと思います。浮かれないで慎重に行動したい
ものです。いずれにしてもオリンピック・パラリン
ピック精神は、人種・政治・宗教・国あらゆる障
害を越えて人類の絆が育まれ、お互いを認め合う
場であると思います。大事にしなくてはなりません。
又、先週ガバナー公式訪問例会終了後のクラブ
協議会にて、米山奨学生支援のあり方についてガ
バナーの話が他のクラブの話題に移ったとき、宮
内龍雄青少年委員長が、政治的な思惑を超えて支
援することに意義がある旨の意見でした。これこ
そオリンピック精神と相通ずるものがあると思い
ます。あとはバランスの問題と思います。
9月7日㈯市内小中学校科学作品展にお邪魔し

てきました。科学工夫作品の中で、我、銚子ロー
タリー賞は海上小学校3年生神原壮吾君の、クレ
ーン車でした.。モーターの回転を輪ゴムと糸と
プーリーを伝達しクレーンを動かしているのだ
が、実際に作ってみると回転軸がうまく動かなか
ったり、設計どうりに動いてくれない等色々苦労
の跡が伺えます。その他にも、市長賞はじめ小学
生と思えない優秀な作品が多数ありました。
9月8日㈰千葉科学大学マリーナキャンパスに

てガーデンパーティにお邪魔して、ほぎほぎ食べ
ました。ご馳走様でした。
9月7日㈯ホテル日航成田にて、職業奉仕委員

会セミナーに高木浩一委員長と青野秀樹クラブ研
修委員長が参加されました。お疲れ様でした。

★☆★☆ 誕生日おめでとうございます ☆★☆★

田　中　英　子　会員（9月8日）

★☆★☆ 入会記念日おめでとうございます ☆★☆★

鴨志田　明　人　会員（9月5日）
青　野　秀　樹　会員（9月6日）

【週報拝受】館山RC、佐原香取RC、
　　　　　成田空港南RC、八日市場RC
【活動計画書拝受】銚子東RC、佐原香取RC
1 .  RAC第１回合同会議議事録
2.  第14回ロータリアン芸術祭作品出展のお願い
3.  Every Rotarian Every Yearニュースレター
2013年9月

4.  公式訪問お礼状拝受
5.  国際奉仕委員会  News letter  第2号（9月号）
6.  ロータリー補助金旅行者保険について

以上、ガバナー事務所
7.  創立50周年記念誌拝受  ................ 八日市場RC
8 .  平成25年度「赤い羽根募金」へのご協力のお
願い  ............... 社会福祉法人千葉県共同募金会

宮　内　秀　章　幹事

幹事報告幹事報告

記念日記念日
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9 .  交通安全功労者表彰について
　　 ........................ 銚子市交通安全都市推進協議会

【例会変更】
　成田空港南RC … 9月19日㈭休会
　　 9月26日㈭夜間移動例会
　　観月会点鐘18時30分
　八日市場RC … 9月17日㈫夜間移動例会
　　観月会点鐘18時30分
　旭RC … 9月27日㈮夜間移動例会
　　観月家族会　黄鶴点鐘18時30分

✌ 青少年奉仕委員会　宮　内　龍　雄　委員長 ✌
　本日卓話よろしくお願いします。
✌ 宮　内　清　次　会員 ✌
　今年4月、地域環境保全委員会の活動状況を「ロ
ータリーの友に投稿しました。今月9号横組14頁
に掲載されました。編集部から皆さんによろしく
とのことでした。

① 市民バザール大会協賛品のお願い
市民バザールの協賛品（生鮮食品を除く）を9月

18日㈬・10月2日㈬の例会にご持参いただきたく、

よろしくお願いいたします。

② 秋の全国交通安全運動出発式・交通安全功労者

　 表彰式

開催日時：平成25年9月20日㈮　
　　　　　 15時50分集合　 16時開会
開催場所：市役所　市民プラザ
交通安全功労者表彰：坂　本　尚　史　会員

皆さんこんにちは。今月は青少年奉仕月間とい
うことで卓話をさせて頂きます。しかしながら勉
強不足の私は皆さまにロータリーにおける青少年
に対する奉仕について十分お話を出来るような知
識も見識も有りません。そこで本日は現在、次世
代を担うべき青少年の置かれている状況や立場に
ついて、また我々大人がどの様に彼らを導いてい
くかについて皆さま共に考えて行きたいと思いま
す。
ロータリー手続要覧によりますと「各ロータリ

ーアンの責務は、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意識しつつ、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」と宣言しています。考えてみるとロー
タリーアンとしてではなく成人した大人で有れば
誰でも人間として、若者を指導して一人前にして
行くのが本当の仕事ではないかと思います。私が
子供のころ近所に必ず年長のガキ大将がいて私た
ちは金魚のフンの様に彼の後をついて遊びまわっ
ていました。その中で無秩序で有りましたが年長
者から自然とルールや、してはいけないことなど
を学んでいたと思います。実体験の中で色々な行
動規範や考え方を身につけて行くのが一番良い方
法だと思います。
現代社会は歪んだ不健康な状況にあると思いま

す。学校教育の有りかた、いじめや体罰の問題等
様々な矛盾を抱えています。

青少年奉仕月間
　　　　にちなんで
青少年奉仕委員会
宮 内 龍 雄 委員長

社会奉仕委員会
大　岩　將　道　委員長

ニコニコBOXニコニコBOX

卓　話卓　話

委員会報告委員会報告
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学校を卒業して社会人になっても満足に希望し
た職業に就けない若者たち、一方では高齢化社会
に対応する為に定年を延長して雇用を確保しよう
とする対策等、全く正反対の矛盾した行動が現在
の社会での状況では無いでしょうか、これは今の
政冶が悪い、経済状況が悪いと言って済まされる
問題では無いと思います。

今、我々が次世代を担うべき若者に何が出来る
かを本当に考える時であると思います。今、思い
ますと私が子供のころに将来のことを考えた時に、
未来はキラキラ輝いて見えた様な思い出がありま
す。若者達にとって必要なものは彼らの未来が希
望に満ちて、明るいものであると確信出来ること
だと思います。その希望を与え、作り出すことが
私たちの本当の仕事だと思います。
「鐡は熱いうちに打て」卓話を終わります。

9月8日㈰　千葉科学大学ガーデンパーティ

例会運営委員会
松　本　恭　一　委員長

【出席報告】

会員総数　 44名　出席計算　 40名
　出　席：31名　欠席９名　出席率77 .50%
　欠　席：有村君・鴨志田君・金子君・栢尾君
　　　　　越川君・坂本君・白濱君・杉山君
　　　　　内田君

【M U】
9/7 職業奉仕セミナー　青野君・高木君
9/7 ガバナー・委員長連絡会議　島田君

【ニコニコ】

ニコニ コBOX ￥10,000 計 ￥208,000

スモールコイン ― 計 ￥ 17,590

米 山 B O X ￥ 3,705 計 ￥ 15,505

希 望 の 風 ― 計 ￥ 85,800

次回のプログラム（9月25日）

夜間移動例会

「観月会」

会場：太陽の里

例会：点鐘18:00

バスは17:30に市役所を出発します

月見の風習は平安時代に中国から伝わり、貴族
の宴だったものが庶民にも広まったのは、江戸
時代からだと言われます。その頃に収穫の祭と
結びつき、農作物を供えることが定着したよう
です。地方により様々な行事がありますが、月
見団子は中国の月餅がルーツとも、作物の代用
だとも考えられています。主に、関東では丸型
の団子が、関西では先細りの餅に餡を巻いたも
のが用いられています。

豆知識　月見団子


