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指しているかのごとく、見事でありました。2013 -
2014年度会長を務めさせていただいて半年があっ
という間に過ぎてしまいました。今年度RI会長のテ
ーマ「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
そして私の願いであります、全員野球で銚子ロータ
リークラブ運営に向かって、皆様の御協力と宮内秀
章幹事の力を借りながら邁進してゆきたいと思いま
す。
昨年のクリスマス例会は全員参加のゲームなど皆
で楽しめ大変良かったです。会長エレクト信太さん
も多少興奮したようです。特筆すべきは、全員野球
にあやかって野球それも私の子供の頃にあこがれて
いた銚商のユニホームを着用させていただいたこと
です。家に帰ってから報告をしました。本当に嬉か
ったです。それにしても私の身体にあったユニホー
ムとバットを調達した親睦委員長佐藤直子さんはじ
め親睦の皆さんに感謝です。午年については、年男
の話を拝聴したいと思います。1月5日、本鮪の初競
りがあり昨年は1億5540万円、本年は、736万円と、
意地の張り合いが終わり正常に戻ったようです。意
地の張り合いをして相手を潰すより、相手を活かし、
自分も生きる知恵、平和の基になる言動は、ロータ
リーの4つのテストの中の（3）好意と友情を深める
か、の文言があります。この言葉がすべの争い事を
なくす為の大変重要な項目であると思います。私た
ちロータリアンも皆様それぞれの企業活動又ロータ
リー活動において社会に貢献できるようよい年であ

新年明けましておめでとうございます。元日の朝、
初日の出は久しぶりに本州最東端、日の出が一番早
く見える銚子沖に暁の空を真っ赤に染めながら上が
ってきました。午年にふさわしく又今年の行く先を

今週のプログラム

「銚子市政について」

銚子市長　越　川　信　一　様

前回の例会報告（1月8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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りますように。私も健康に気をつけ善い年にしたい
と思います。あと半年よろしく御願いいたします。
関口徳雄ガバナーも大変気にかけております織田
吉郎さんのことについて先日（12月末）、宮内秀章幹
事と共に、織田吉郎さんを訪ねてきました。非常に
元気でしたが、一週間おきに薬のために声が出にく
くなる為、例会を欠席させていただきたいとの事で
す。皆さんに宜しく。早く声が出るようになり、元
気な姿で例会に出席されることを皆んなで願いまし
ょう。

臨時理事会報告　平成25年12月20日
伊東功会員12月30日退会承認の件

………………………………………承認
第7回理事会報告
第1号議案　1月2月3月プログラムの件

……………………………原案通り承認
第2号議案　合同例会タイムスケジュールの件

……………………………原案通り承認
第3号議案　Ⅰ・Mの件…………………………承認
　　　　　　2月16日（日）黄鶴　点鐘13時半
第4号議案　クリスマス家族親睦会決算案の件

……………………………原案通り承認
第5号議案　千葉南RC50周年の件

………………………………………承認
第6号議案　植田久夫氏受賞祝賀会の件

…………………承認　会長が出席する
第7号議案　プロジェクター購入の件

……………承認　銚子東RCと共同購入
第8号議案　伊東新入会員候補者の件

………………………………………承認
第9号議案　RAC地区役員輩出の件　

　　　　　……………………承認　会員不足、
学生として時間制約があるため辞退

奨学金授与　金　ユリ　様

新年の乾杯　猿　田　正　城　会員

★☆★☆誕生日おめでとうございます★☆★☆

神宮寺　孝　之　会員（12月26日）
石　毛　　　充　会員　（1月5日）
児　玉　英　子　会員　（1月6日）
金　子　芳　則　会員　（1月6日）
佐　藤　直　子　会員　（1月8日）

★☆★☆入会記念日 おめでとうございます★☆★☆
岡　根　　　清　会員　（1月4日）
宮　﨑　裕　光　会員　（1月5日）
児　玉　英　子　会員　（1月6日）
石　毛　　　充　会員　（1月6日）
阿天坊　俊　明　会員　（1月8日）
信　太　秀　紀　会員　（1月8日）

★☆★☆創業記念日おめでとうございます★☆★☆
丸　山　泰　典　会員（12月13日)

【週報拝受】銚子東RC、波崎RC、成田空港南RC
1 .地区関係負担金報告書送付
2.振込用紙の送付のお知らせ
3.2014年1月のロータリーレート1㌦ =102円
4 .ガバナー月信2月号への執筆のお願い
5.国際大会登録延長のお知らせ
6.R財団補助金管理セミナーのご案内
7.米山記念奨学会下期通常寄付送金のお願い

幹事報告幹事報告

会長報告会長報告

お客様お客様

会員の記念日会員の記念日
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8 .地区国際奉仕委員会ニュースレター 1月号
9.期末・月末・年度末会員数の報告の注意点

以上、ガバナー事務所
10 .2014年1月国際ロータリー半期報告書
  .................................................................................. RI日本事務局
11 .「ロータリーの友」電子版のご案内
  .............................一般社団法人ロータリーの友事務所
12 .ちば里山新聞第38号のご案内
  ........................特定非営利活動法人ちば里山センター

【例会変更】
小見川RC
　…… 1月22日㈬小見川商工会合同事業　　　　　

割烹春本　点鐘時間調整中
　　　 1月29日㈬移動例会香取神宮参拝社務所にて

例会　点鐘時間調整中
銚子東RC
　…… 1月28日㈫→29日㈬銚子RCとの合同例会に

振替　太陽の里　点鐘18時半
　　　2月11日㈫定款第6条第1節により休会
成田空港南RC
　…… 1月9日㈭夜間移動例会　新年会　点鐘17時
　　　1月16日㈭休会
　　　 1月30日㈭夜間移動例会　点鐘17時半

ニコニコBOXの紹介
親睦活動委員会
　櫻　井　公　恵　会員

大ニコニコ　✌児　玉　英　子　会員✌

　今年も元気で誕生日を迎え楽しく過ごしました。
日頃の皆様方の暖かい御指導のおかげと感謝して居
ります。
　本年もRCの日を楽しみにがんばって参りますの
でよろしくお願い申し上げます。
✌宮　内　　　榮　会長✌

　クリスマス例会で57年ぶりに野球のユニフォーム
を着用して、子供の頃の野球小僧を思い出しました。
✌高　瀬　幸　雄　会員✌

　青少年委員会、交換留学生の件、皆様の御協力宜
しくお願いします。
✌伊　東　功　　　会員✌

　本年もよろしくお願いいたします。
✌佐　藤　直　子　会員✌

　新年第一回目の例会が誕生日と重なりました。入
会して2年が経ち、大分!!慣れました。本年も頑張り
ますので宜しくお願い致します。

クラブ情報委員会　
　上　総　泰　茂　委員長

　ロータリーの友1月号から下記の記事を紹介致し
ました。
RI会長メッセージ
どの家族にとっても若い世代は未来ですが配偶者や
子供よりもロータリーの奉仕を優先することはない
でしょう。従って家族をロータリーに迎え入れる方
法を見出すことがとても重要でロータリーの奉仕を
実行可能な選択肢の一つにする必要があります。
第42回ロータリー研究会リポート
（国際ロータリー現、元、次期役員、ガバナー補佐さ
んたちの情報交換会）
ロータリーの現在の方向や状況を広く知る上で参考
になります。
日本と韓国のロータリー比較（韓国のRI加盟は日本
のロータリーの6年後です。）
この10年間で日本の会員が24%減少しているのに
対し、韓国は23%増加しています。
女性会員比率は日本5%、韓国15%、世界19%。
会員の年齢　韓国の方が日本より10歳程度若い傾
向があります。
夜間例会クラブ　日本4%　韓国48%と違いが際立
っています。
ありがとうロータリアン（1997 -1998年度タイ出身
米山記念奨学生）
空海に学ぶ前向きな心（高野山真言宗の仏教の先生
のお話）
各地のロータリーの記念講演から選択されています。
卓話の泉から
東京タワーあれこれは少々懐かしい風景です。
ロータリーアトワークから
東関東大震災関連の支援活動のなかで希望の風奨
学金チャリテーゴルフコンペが採り上げられ希望の

委員会報告委員会報告

ニコニコBOXニコニコBOX
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風奨学金の内容を紹介しています。
川柳から
後期入りさあこれからとネジを巻く

「年男の抱負」
島　田　洋二郎　会員

明けましておめでとうご
ざいます。本年もよろしくお願い致します。
1954年7月30日、正午、まさしくウマの時刻に自

宅でオギャーと生まれてから60年、本当に早いもの
です。
今年は午年の中でも「甲午」、十干十二支の振分で
はそう呼ばれます。十干は甲・乙・丙・丁・戊・巳・
庚・辛・壬・癸であらわされその並びの奇数を陽、偶
数を陰として、十二支の陽（奇数）、陰（偶数）同士の
組み合わせとなります。それぞれ30通り、合計60

の組み合わせとなるため、
六十干支とも呼ばれてい
ます。今年は十干の第一番
目と十二支の七番目の組
み合わせで甲午となりま
す。甲の年はこれまで十年
間通用していたものがそ
うではなくなり、激変の年

だとも言われています。政治もしかり、経済もしか
りで、安定した一年であることを期待したいと思い
ます。
今年の抱負としては、家庭面では何といっても健
康と安心です。女房と娘2人の家族ですが、これま
で通り仲良くやっていきたいと思っています。仕事
に関しては多くを望まず、やらなければならないこ
とをシッカリと、お客様、従業員を大切にして一年
間営んでいきたいと思います。
ロータリーに入会させて頂いてから1月7日で丸
7年となり、これまでを振り返れば自分なりに一生
懸命やってきたとは思っています。活動計画書の経
歴の表を見ると、入会時はもちろん一番下に名前が
あったのですが、いつのまにか自分より下にたくさ
んの皆様のお名前が書かれるようになりました。こ
れまで通り諸先輩のご指導を頂きながら、新しいメ

ンバーとも活動をしていきたいと考えます。
最後に、今年の宮内会長のスローガン「全員野球」
にちなんで、午のことわざを一つ・・。
『鞍上人なく、鞍下馬なし（あんじょうひとなく、あ
んかうまなし）』。これは、馬の乗り手が馬を巧みに
操り、人馬一体となって疾走する様を言っています。
全員の協力があってこそ事は成就するということで、
今年も皆が一体になれるよう努力したい・・という
感じでまとめさせて頂きます。

【出席報告】
会員総数　43名　出席計算　39名
　出　席：33名　欠席6名　出席率84 .62%
　欠　席：有村君・堀米君・神宮寺君
　　　　　栢尾君・丸山君・大岩君

【M U】
1/7 RAC例会　坂本君　内田君

【ニコニコ】
ニコニコBOX ￥ 27,000 計 ￥391,001
スモールコイン ￥ 3,450 計 ￥ 38,601
米 山 B O X ― 計 ￥ 34,382
希 望 の 風 ￥29,100 計 ￥189,500

次回のプログラム（1月22日）
甲子園
「ヒーローたちの名勝負」
 　　　　堺　　　敬　生　様

お弁当：大新（幕の内）

編　集　後　記
　広報・会報委員会より、銚子RCのHPで
同好会の活動を紹介することになりました。
宜しくお願いします。

卓　話卓　話


