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回ローターアクト合同会議に島田洋二郎会員と内
田修心会員が参加されました。お疲れ様でした。
　11月第1例会となりました。今月はロータリー
財団月間と世界インターアクト週間の例会です。
ロータリー財団は、1917年国際ロータリー会長
アーチーＣ・クランフが、世界でよいことをする
為に基金の設置を提案。1928年ロータリー財団と
なり国際ロータリーから独立した別機関となりま
した。クランフ元会長をはじめ5名の管理委員が
ＲＩの目的を推進するため単独の信託機関として
財団の全資産を維持、投資、管理、運営するため
任命されました。財団の標語及び使命は、『世界
で良い事をしよう。ロータリアンが、人々の健康
状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済
することを通じて、世界理解、親善,平和を達成で
きるようにすること。』です。財団のプログラムに
は、教育的プログラム・人道的補助金プログラム・
特別プログラム（ポリオプラス）があります。2013
年2014年は世界でよいことをしようを標語に未
来の夢計画が実施されております。活動の一環と
して銚子クラブへ11月13日フィリピン南ダバオロ
ータリークラブがメーキャップに訪銚いたします。
皆さんで歓迎いたしましょう。

皆さん今日は。11月2日に銚子商工信用組合の
創立60周年記念行事にお邪魔させていただきま
した。又3日、千葉県青少年女性会館にて、第2

今週のプログラム

「サウスダバオロータリークラブ訪問例会」

前回の例会報告（11月6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
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インターアクトクラブは、1960年代に入って、
世界の青少年が共に活動できるような組織を作ろ
うという機運が高まり、1962年、インターアクト
クラブが世界各地に創立されました。14歳から18
歳の高校生が対象で、卒業と同時に会員資格が失
効してしまいます。日本で最初のIACは、1963年
創立した仙台育英高校でした。

第5回理事会報告

第 1 号議案　11月12月1月プログラムの件
　　　　　　　 ..............................................  原案通り承認
第 2 号議案　観月会決算案の件
　　　　　　　 ..............................................  原案通り承認
第 3 号議案　クラブ協議会の件
　　　　　　　 ......................  承認　12月11日に変更
第 4 号議案　クラブ細則改正の件  ..................... 承認
第 5 号議案
a)  11月13日南ダバオRC招待例会の件
　　 ..........................  承認、例会場変更：1階大ホール
b)  ウエルカムパーティMUの件  ......................... 承認
c)  特別奉仕金準備金取り崩しの件
　　 ............. 承認　南ダバオRC交際費　109 ,500円
第 6 号議案　英語日本語スピーチ大会後援の件
　　 .............................. 承認、募金箱は例会場外に設置
第 7 号議案　RAC決算報告の件  ......................... 承認

【週報拝受】館山RC
【例会変更】
　佐原香取RC
　　……  11月4日㈪例会は定款第6条第1節（C）に

より休会
　　…… 11月11日㈪地区大会に振替の為休会
　八日市場RC
　　……  11月12日㈫地区大会に振替の為休会

　成田空港南RC
　　…… 11月14日㈭地区大会に振替の為休会
　　　　11月21日㈭夜間移動例会、点鐘17時半
　　　　成田エクセル東急ホテル

ロータリーの友11月号から5つの記事を紹介致

しました。

① 3頁
今月のＲI会長メッセージは「世界でよいことを

するために」です。ロータリー財団へ寄付するこ
とによって世界中のよいことへ支援したことにな
るということ。そして具体例を語っています。

② 8 ～ 17頁
グローバル補助金による3つの活動事例が取り

上げられています。3年間の試験期間を経て今年
度から実施されました。

③ 26頁
米山学友、奨学生とロータリアンとの絆を紹介

するシリーズです。今月号ではポリオ体験を持つ
当時31歳の米山学生金さんの米山奨学金への感
謝とRCとの幸運な出会いが綴られています。

④ 28頁
仮設住宅に全国初の構内放送設備寄贈の記事は

仮設住宅自治会とだて西ロータリークラブの密接
な交流から地区復興補助金を利用し実現した活動
です。地道なロータリー活動のお手本のような報
告です。

幹事報告幹事報告

会長報告会長報告

委員会報告委員会報告

クラブ情報委員会
　上　総　泰　茂　委員長
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⑤ 32頁
ロータリー財団月間を祝うでは、財団の恒久基

金と年次基金があってこそロータリーは単にロー
タリークラブの集まり以上の存在となることがで
きるとロータリー財団の意義を強調しています。

⑥ 37頁
非営利団体マーシーシップスは病院船アフリカ
マーシー号を運営し各地で無料の医療サービスを
提供する世界的な規模の職業奉仕のモデルです。
ロータリーは医療チームを結成・派遣するなどパ
ートナーシップを築いています。

11月12日㈫午後9時半より太陽の里にて南ダ
バオRC来日を歓迎し、ウエルカムパーティを開
催致します。
MU対象となります。会員の皆様のご参加お待
ちしております。

☆★☆ 誕生日おめでとうございます ☆★☆★

上　総　泰　茂　会員（11月3日）
★☆★☆ 結婚記念日おめでとうございます ☆★☆★

高　橋　宏　資　会員（10月31日）

宮　内　　　榮　会員（11月3日）
灰　谷　充　史　会員（11月3日）

★☆★☆ 創業記念日おめでとうございます ☆★☆★

高瀬　幸雄会員（11月1日）
金子　芳則会員（11月2日）

本日は、銚子に赴任するまでの道のりを、直前
に駐在していたインドでの経験に触れながら振り
返りたいと思います。
平成6年に現在の勤務先に入社して以来五度の

転勤を経て銚子に参りました。最初の赴任地は、生
まれ育った東京・荻窪に程近い新宿でしたが、そ
の後、兵庫県西脇市、秋田県秋田市、埼玉県さい
たま市、そしてインド共和国・チェンナイ、で仕
事をする機会に恵まれ、地球一周の4分の一の距
離を転勤して参りました。「一期一会」を肌身に感
じながら、日本そして世界で多くの方にお世話に
なったこれまでの十九年間です。
平成22年にインド共和国のチェンナイへ初の

海外赴任を致しましたが、中でもそこでの三年間
の経験はこれまでの常識を覆すことの連続であ
り、生涯忘れることがないものとなりました。
チェンナイは、インド南部の東海岸に位置する

インド四番目の主要都市です。ベンガル湾に面し
た街には有数の港湾施設があり、アセアンに向い
ている立地条件の良さと相まって、日本からのみ
ならず世界各地から多くの企業、特に自動車関連
企業が数多く集まっていることから「南アジアの
デトロイト」とも呼ばれています。

記念日記念日

卓　話卓　話

新入会員卓話
「銚子にたどり着くまで」
灰　谷　充　史　会員

国際奉仕委員会
　高　橋　宏　資　委員長
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赴任した当初は何も分からず、情報集めに奔走
する日々が続きました。前任者がおらず一人目の
駐在員として赴任したことから、生活基盤を作る
ところから取りかかる必要があり、どこで何が買
えるのか、住居はどの様に探すのか、病院はどこ
にあるのか、といった情報を一から集めていきま
した。当初の不安な日々に助けて頂いたのが、既
に現地で生活していた日本人の皆様でした。着任
三ヶ月後に家族がチェンナイに来た際も、多くの
方が家族ぐるみで面倒を見てくださり、そのお付
き合いは生涯続く深いものとなっています。

インドは国土・人口ともに日本の約十倍のサイ
ズがあり、街中に喧騒と活気が溢れていますが、チ
ェンナイは生活環境が厳しい街であったことか
ら、多くの駐在員が二年から三年で転勤していき
ます。私も赴任三年目には日本人コミュニティで
はベテランの部類になり、赴任して間もない方に
これまでの経験に基づいたご支援をする立場にな
りました。赴任当初にたくさんの方にお世話にな
ったことから日本人コミュニティへの恩返しをい
つかしたいという気持ちが膨らみ、日本人会や日

本商工会での活動に積極的に参加し、情報の少な
さから生じる不安を和らげることができたら、と
いう思いで、日本人会や商工会のホームページを
皆さんと協力しながら立ち上げました。これらの
情報提供により、今後チェンナイに来る予定の皆
様の、現地に対する理解がより深まるのであれば、
僅かでも恩返しが出来たのではないかと考えてお
ります。

７月に銚子に参りまして、皆様に多くののこと
を教えて頂き大変感謝しております。地域に根ざ
しその発展に貢献出来る様になりたいと考えてお
りますので、今後とも宜しくお願い申し上げます。

【出席報告】
会員総数　44名　出席計算　40名
　出　席：33名　欠席7名　出席率82 .50%
　欠　席：青野君・有村君・神宮寺君
　　　　　金子君・栢尾君・越川君・猿田君

【M U】
11/3 RAC合同会議　島田君・内田君

【ニコニコ】
ニコニコBOX ￥ 7,000 計 ￥291,001
スモールコイン ￥ 3,150 計 ￥ 29,836
米 山 B O X ― 計 ￥ 25,781
希 望 の 風 ￥26,500 計 ￥140,800

次回のプログラム（11月20日）
「R財団月間に因んで」
地区ロータリー財団委員会
 委員長　山　田　修　平　様

お弁当：膳（幕の内）


