
THE ROTARY CLUB OF CHOSHI

銚子ロータリークラブ会報
国際ロータリー第2790地区

毎週水曜　12：30～
銚子商工会館5F大会議室
銚子市三軒町19-4
銚子商工会館内
0479-25-3111（会館）
0479-23-0750（専用）
0479-25-8789
rotary@choshinet.or.jp
http://www.tcs-net.ne.jp/~crc

昭和32年3月23日
昭和32年4月15日
宮　内　　　榮
信　太　秀　紀
宮　内　秀　章
金　子　芳　則

2013–2014年度　RIテーマ

ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

2013–2014  RI会長  ロンD.バートン

第2790地区
ガバナー　関口徳雄（浦安RC）

会報委員
石毛 充、丸山泰典、堀米秀和、越川信一

設　立
RI承認
会　長
副会長
幹　事
会　計

例会日時
例会場
事務所

電　話

FAX
E-mail
URL

また、10月7日には、地区ゴルフ大会に宮内秀章
幹事、杉山俊明、宮内清次、宮内龍雄、大里忠弘会
員の5名が参加されました。お疲れ様でした。

6 ～ 7日、米山奨学生金ユリさんが米山記念研修
旅行に参加されました。本日も例会においでになり
後ほど少しお話をしていただきます。大変お疲れ様
です。宜しくお願いします。尚、参加者は奨学生約
20名、カウンセラー約13名であったそうです。
また、先週は銚子ロータリー憩いの森植樹記念行

事に猿田神社へ集合の予定でしたが、台風の影響で
実行できませんでした。銚子には昔、七つ池という桜
の名所があり、私の子供の頃は松岸駅より臨時バス
が出たのを覚えています。このところ私たちの銚子に
は明るい話題が、ジオパークを除いて余りありません
でした。猿田神社のロータリー憩いの森がロータリア
ンのみならず将来銚子市民の憩いの場となり近隣の人
たちの桜見物の名所となることを願うものであります。

米山奨学生　金　ユリ　さん

1. 国際奉仕委員会アンケートのお願い
以上、ガバナー事務所

2. 銚洋祭の開催についてのご案内
  .............................................千葉県立銚子特別支援学校

皆さん今日は。10月
1日㈫千葉科学大学
ローターアクトクラブ
の例会にお邪魔させて
いただきました。アク
ト側から2名、銚子ク
ラブから坂本尚史会員、
島田洋二郎会員、私の
3名で参加でした。少
人数でしたが、当日、
安倍総理大臣より消費税について発表があり、アク
トクラブのメンバーも大変興味があったようで大半
がこの話題に費やされ途中から車座になって話が進
められたような状態でした。坂本会員の消費税につ
いての話、そしてこれから私たちに対する影響等、
話は尽きず思わぬ白熱教室となりました。

会員の皆さんもなるべく時間の都合をつけて参加
してみて下さい。

今週のプログラム
「米山月間に因んで」
　金　島　　　弘
　　　米山記念奨学会委員長

前回の例会報告（10月9日）
点鐘：宮　内　　　榮　会長
ロータリーソング：我等の生業

第2778号（2013年10月16日発行）

会長挨拶会長挨拶

お 客 様お 客 様

幹事報告幹事報告
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3 . 2012 ‒13年度ロータリー情報研究会・インター
シティミーティング報告書拝受

  ....................ホストクラブ八日市場RC栗田壮一様
【例会変更】

八日市場RC … 10月22日㈫移動例会
職場訪問点鐘15時

旭RC … 10月25日㈮夜間移動例会
黄鶴点鐘18時半

波崎RC … 10月31日㈭→11月1日㈮
ガバナー公式訪問合同例会へ振替

★☆★☆ 誕生日おめでとうございます ☆★☆★

坂　本　尚　史　会員
　　　　　（10月7日）

★☆★☆ 入会記念日おめでとうございます ☆★☆★

宮　内　　　榮　会員　（10月3日）
★☆★☆ 創業記念日おめでとうございます ☆★☆★

金　島　　　弘　会員　（10月8日）

✌ 松　本　恭　一　会員 ✌
✌ 上　総　泰　茂　会員 ✌

先週の土曜、日曜、ソンソンクラブ大里会長欠席
にもめげず、八ヶ岳110キロメートルを完走してき
ました。すばらしい景色でした。

「フィリピンダバオ支援活動報告」

　高　橋　宏　資
国際奉仕委員長

今回のダバオ盲学校への
楽器の支援活動は、昨年の
大里年度より準備を始め、
地区のR財団補助金を使う

ことを前提にして計画
を立てました。本年度
9月末日に補助金支給
があり、10月20日よ
りフィリピンに行って
まいりました。

また、もう一つの目的はサウスダバオRCと友好関
係を深めることです。情勢が不安定なミンダナオ島で
7名のメンバーで頑張って目標を達成いたしました。

米山奨学生
　金　ユリ　さん

皆さん、こんにちは。今
回のフィリピン・ダバオの
盲学校支援に関して少し話
させて頂きます。私は施設
に行って、ご飯を作ったり、子供たちに本を読んで
あげたり、するようなボランティアをしたことはあ
りますが、楽器支援は初めてでした。学生たちは古
い楽器でも、素晴らしい演奏を聴かせてくれて、と
ても感動しました。皆さんの御蔭で、新しい楽器で
もっと沢山の学生さんが練習できました。この支援
が続くと、高橋先生が言ったようにミニコンサート
も開けるようになると思いました。

ダバオの盲学校支援を通して、私は沢山のことに気
がつきました。一つ目は、私が健康で自分がやりたい
学業に励むことで、まず両親に感謝し、二つ目、有意
義な留学生活を過せるように支えて下さっているロータ
リーの皆様に感謝の気持ちを伝えたいと思いました。

ロータリーは奨学生である私にも盲学校の学生た
ちと同じように、支援してくれていると感じました。
私は奨学金をもらうだけでなく、例会や多様な活動
の機会を与えられ、人生が豊かになり、世界への視
野が広がりました。

宮内龍雄さんはロータリーが私に望むことはない

記 念 日記 念 日

ニコニコBOXニコニコBOX

卓　話卓　話
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と言いましたが、
将来には皆様を母
国に招待したいと
思いました。恩返
しにはならないで
すが、皆様に私が
どういう人に成長
したか見せたいと思いました。あと、奨学生として
半年しか残ってないのですが、皆様との時間を大切
にして、色々な経験をして成長していきたいと思い
ます。フィリヒン・ダバオの盲学校支援に参加させ
て頂いてほんとに良い経験になり、勉強になりまし
た。ありがとうございます。

団　長
　信　太　秀　紀　副会長

今回のフィリピン支援で、
われわれ一人一人が最も感
じたのは「言葉の壁」でし
た。私の英語のスピーチも
うまくはいきましたが、所詮英会話ができるわけで
はありませんので、サウスダバオロータリアンとの
コミュニケーションは身振り手振りが中心になりま
す。食事中も移動中も、どうしても会話が途切れが
ちになります。

2日目にストリートチルドレンの炊き出しに行き
ました。この子供たちは、両親もいないし、家もな
いために、食べるものもありません。その上、毎日
パーキングや、道路の上で眠るです。それでも、陽
気でとても明るいのです。喜んで何杯でも食べる姿
を観ているうちに、私の隣にいた、キムユリさんの
目から涙がこぼれていました。私も胸にこみ上げる
ものがありました。私たちはこの子達の将来を考え
ずには居られませんでした。「地元のロータリアン
は自分の街にこういう子どもたちがいるのだから、
引き取って育ててあげればいいではないか。」とも
考えましたが「もし自分だったらできるのか。」と考
えればいかに、無責任な発想だったかがすぐにわか
ります。ここで素晴らしいのは、ボランティアで指
導する先生の考え方でした。「決して他人に媚びた
り、物乞いしたりしてはいけない、物を売りなさい。」
それに沿って、駐車場で案内したり、花のブレスレッ
トやネックレスを売っているのだそうです。この子
供たちは、しばらくするととても勉強したがるのだ

そうです。はじめは「だまされないため」です。算
数ができないとお釣りをごまかされたりするからで
す。もう少し大きくなると「自分を守るため。」回覧
板を読んで必要な情報を得たり、危険な場所を知る
ため、そして「人間関係を築くため」読めて描けな
いとコミュニケーションがどうしても取れないので
す。最後は「自分の得意分野を見つけるため」自分
のことはわからないものです。　勉強していくうち
にわかってくる。そして扉を押し開いたように世界
が広がってきます。

言葉の壁を、決定的に感じたのは盲学校でした。
目が見えない以上、もはや身振り手振りも通じない
のです。「僕らのことをなんとかもっと強く印象に
残せないか?どうやったらコミュニケーションをとれ
るだろうか?」と、彼らの演奏する音楽を聴いてい
る間中、考えていました。思いついたのは、やはり

「音楽」を表現することでした。しかも、日本の歌！
ジャパニーズロックです。自然に生徒からギターを
借りて歌を歌っていました。それではご紹介いたし
ましょう！！！！！

「嵐を呼ぶセンセーショナルロータリーソング」
1 .　海が俺を呼んでる　波の音が聞こえる
嵐を呼んで突然
参上するぜ　GO　GO　GO ！！
天下御免の雄叫び　女達を錯乱に
落とし込んだら　AHAHA罪作りだね
ロータリアン　奴らが繰り出し乗り込むぜ！yeah！
問答無用の　おっとっとっとっとっとっとっと
ロータリー！
2.　掟破りの人徳　　狂喜乱舞の日本酒
会費を持って突然
参上するぜ　GO　GO　GO ！！
予算さえありゃどこでも日本一の伊達男
予算がないから　アハハン　罪作りだね
ロータリアン　奴らが繰り出し乗り込むぜ！yeah！
爆笑地獄の　おっとっとっとっとっとっと
ロータリー！
3.　男心をくすぐる（ちょっと）
女ごころはシビれる（少し）
暇な奴らは　寄っといで　
夜が明けるまで
ロータリアン　奴らが繰り
出し乗り込むぜ！ yeah ！
男も女も
おっとっとっとっと
銚子ロータリークラブ！
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　宮　内　秀　章　幹事

今回の支援に当たりまし
て地区の支援プログラム、
そして当クラブ会員皆様の
厚いご協力を頂きまして誠
にありがとうございました。

さて、今回支援は宮内会長の活動方針にも載って
おります未来の夢計画の一環として会長の本年度の
モットーであります全員野球を心において7名で行っ
てまいりました。

まず初めに盲学校に行きました。学校に到着しま
すとサウスダバオロータリークラブの皆さんが楽器
の寄贈式等のセレモニーを進行していただき、また
我々の会員も一人ひとり挨拶させていただきました。
その後、子供達による楽器の演奏が始まったのです
が、私は一生懸命楽器を演奏する子供達の姿を見て、
３月に来て初めてこの子供達の演奏を聴いた時のあ
の感動を思い出しました。

演奏が終わると、今度は
乗りに乗った信太団長が子
供のギターを取り、いきな
り日本語の歌を歌い始めま
した。最初は、あっ、またやっちゃったよとドキッ
としたのですがそのうちに子供達は笑顔になり、手
拍子をとり、音楽に乗り大喜びしてました。

言葉の壁を越えた、音楽を通して信太団長と子供
達との心の会話を目のあたりにしました。その様子
は大変素晴らしく心を打たれました。

盲学校を後にして次にストリートチルドレンの集
まる場所へ食事の配給に行きました。

ここでは食事の後に高橋
国際奉仕委員長より子供達
に歯ブラシのプレゼントが
あり、それから実際にその
歯ブラシを使って、歯の磨

き方について話しがありました。多分、子供達には
歯を磨くという習慣がなかったらしく、ある子は歯
ブラシで頭をかいたり、ある子は水道管のパイプを
磨いたりしてました。

高橋委員長の説明は、冗談も交えながら子供達が
徐々に引き寄せられていくのが良くわかり、また私
もあんなに熱く語る姿を初めて見ました。きっと高
橋委員長の熱意が子供達に通じたのかなと思います。

最後になりますが、今回の支援ただ楽器を届けた
ということだけではなく、高橋委員長・信太団長の

心を通わせた交流が、私が今まで参加した支援とは
異なった、一歩先に出た支
援活動が出来たんではない
かと思っております。以上
で終わりますありがとうご
ざいました。

【出席報告】
会員総数　44名　出席計算　 41名
　出　席：33名　欠席8名　出席率80 .49%
　欠　席：神宮寺君・越川君・丸山君・岡根君
　　　　　大里君・大岩君・内田君・灰谷君

【M U】
10/7地区大会記念ゴルフ
宮内（清）君・宮内（秀）君・宮内（龍）君
大里君・杉山君

10/8　銚子東RC　岡根君・大岩君・櫻井（公）君

【RAC例会のお知らせ】
10月29日㈫点鐘17時
マリーナキャンパス2103教室

【ニコニコ】

ニ コ ニ コBOX ￥11,001 計 ￥268,001

スモールコイン ￥ 2,750 計 ￥ 22,886

米 山 B O X ― 計 ￥ 19,755

希 望 の 風 ― 計 ￥114,300

次回のプログラム（10月23日）

“地域再生の為に「モーニングコンシャスな
ジオパーク」について”

　松岡水産㈱　代表取締役　松岡良司様

　　お弁当：黄鶴（中華）

2013‒2014年度国際ロータリー第2790地区
地区大会記念ゴルフ大会　鶴舞カントリー倶楽部　於

やる気十分の銚子クラブメンバー


