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ざいます。後程、世界理解月間のお話について卓話
を戴きます。冨一美様どうぞ宜しく御願いいたしま
す。さて、銚子クラブではロータリー財団（未来の夢
計画プロジェクト）の開始と同時にフィリピンサウ
スダバオ支援活動をクラブ全員野球で実施をいたし
ました。経過は大変良好で皆さんご存知の通りです。

以下は報告になります。
1月18日千葉県青少年女性会館にてクラブ国際

奉仕委員長会議に高木会員が出席されました。
1月19日千葉県青少年女性会館にてローターア

クト合同会議に島田会員、佐藤会員が出席されました。
1月23日東京神田ロータリークラブを訪問しま

した。これはダバオRCが銚子RC訪問の後、神田ロ
ータリークラブを訪問したので、お礼を兼ねての表
敬訪問です。

1月24日地区会長幹事会に宮内秀章幹事が出席
しました。私は所要で欠席しました。1月27日千葉
にて地区職業奉仕委員会で藤川享胤さんによる講演
会とフォーラムに私と高木、信太、佐藤、島田会員
が参加してきました。皆さん大変お疲れ様でした。以
上で会長挨拶を終わります。

第8回理事会報告
第1号議案　2月3月4月プログラムの件

皆さんこんにちは。2月は世界理解月間です。23
日はロータリー創立記念日で世界理解と平和の日で
す。本日は成田空港南ロータリークラブより地区国
際奉仕委員会 委員長 冨一美様をお迎えしての例会
です。大変お忙しいところお出でいただき有難うご

今週のプログラム

「看護学部について」

千葉科学大学看護学部長

池　邉　敏　子　様

前回の例会報告（2月5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2793号（2014年2月12日発行）

会長挨拶

会長報告
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　　　　　　 ..........................................................原案通り承認
第2号議案　合同例会決算案の件
　　　　　　 ..........................................................原案通り承認
第3号議案　Ⅰ・Mの件 ......................................................承認
第4号議案　中間決算の件 .................................................承認
第5号議案　RYLAの件 ......................................................承認
第6号議案　米山奨学生受入とカウンセラーの件
　　　　　　 ................................................................................承認

受け入れるカウンセラーは後日選任。
第7号議案　銚子ライオンズクラブ50周年の件
　　　　　　 .....................................承認　会長が出席する

国際ロータリー第2790地区
国際奉仕委員会
委員長　冨　　　一　美　様(成田空港南RC)

★☆★☆誕生日おめでとうございます★☆★☆

金　島　　　弘　会員（1月26日）
阿天坊　俊　明　会員（1月27日）
桜　井　広　和　会員（1月31日）傘寿
織　田　吉　郎　会員（1月31日）
植　田　正　義　会員（1月31日）

★☆★☆結婚記念日おめでとうございます★☆★☆

上　総　泰　茂　会員（1月24日）
金　島　　　弘　会員（1月27日）
島　田　洋二郎　会員（1月29日）
有　村　俊一郎　会員（2月1日）

★☆★☆入会記念日おめでとうございます★☆★☆

大　里　忠　弘　会員（2月5日）

★☆★☆創業記念日おめでとうございます★☆★☆

島　田　洋二郎　会員（2月）

【週報拝受】旭RC、波崎RC
2014年2月のレート1㌦ =102円

【例会変更】
成田空港南RC
……2月13日㈭第6分区IM
　　点鐘14時大原文化センター
　　2月20日㈭休会

ニコニコBOXの紹介
親睦活動委員会
　櫻　井　公　恵　会員

✌猿　田　正　城　会員✌

　本日の卓話者、冨一美様を心より歓迎いたします。
✌鴨志田　明　人　会員✌

　先日の合同例会に当ホテルをご利用頂きまして、
ありがとうございました。
大ニコニコ　元会員✌伊　東　　　功　様✌

　先日は過分な退会記念品を頂き恐縮いたしており
ます。ありがとうございました。今銚子ロータリー
クラブを去り、思い起こすと私の人生の中でのロー
タリーライフは良い仲間に出会い、囲まれ楽しかっ
た幸福の一言です。終生忘れないことでしょう。私
は別れの挨拶は嫌いでね。まして、銚子RCの永遠
のアイドル児玉英子かぐや姫、田中英子さん、佐藤
直子さん達に見つめられてと考えるとゾォーっと背
筋がこそばゆくなります。その場が無くてよかった。
(男性会員は別に…)
　私は今シーズン趣味の一つであるハンティングに
毎週のように山梨の山々を仲間には迷惑であります
が、愚妻と共に猪や鹿を追って駈け巡って（徘徊）おります。
　最後にこれからの銚子ロータリークラブの益々の
ご繁栄とご活躍、会員の皆様がいつまでも健康で商
いが隆盛でありますようご祈念いたしております。

幹事報告

会 員 の 記 念 日

お 客 様

ニコニコBOX
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去るにあたって私の代わりに息子が入会いたします。
銚子ロータリークラブの歴史と伝統あるご指導を賜
わりますようお願い致します。
永い間お世話になりました。誠にありがとうござい
ました。さようなら。

感謝、々

クラブ情報委員会
　上　総　泰　茂　委員長

ロータリーの友2月号から
①世界理解月間の特集
　特に平和について田中作次元RI会長の会長時代
の体験談とルワンダの女性の内戦からの難民キャン
プ体験や留学生や海外の子供たちへの支援国際交流
行事が多く紹介されています。
②RI会長メッセージから

（生き続けるポールハリスのビジョン=ロータリーの原点）
　ロータリーの創始者ポールハリスが109年前に3
人の友人と最初のロータリークラブを創立した目標
は見知らぬ町で価値観を共有し親睦のオアシスを作
るというシンプルなものだった。時を経てロータリ
アンの哲学は発展しますがそこが原点だという考え
は「ガバナーのページ」にも述べられています。
③人頭分担金について知るための7つのこと
　人頭分担金は2013年の規定審議会で1ドル上げる
ことが承認されていますが平均して会費総額の4%
から14%です。（現在一人53ドルです。）
ロータリーの収入の65%は人頭分担金で、他に投資
収益、国際大会登録料、本部ビルのテナント料など
で支出の内訳が円グラフで記載されています。
④ガバナー紹介
　田中作次RI会長を輩出した地区は会員拡大や寄
付や奉仕活動に活発ですが、一方少子高齢化、地元
経済低調による若者の流出などに直面している地区
は「地域活性化」をテーマにとそれぞれに地区の特
徴を知ることができます。
⑤ポリオを撲滅の主な課題
　25年近く100億ドルを掛けたポリオ撲滅プログラ

ムにさらに多額の資金を必要とするのは何故?とい
ったいくつかの質問と回答が載っています。
⑥友愛の友からは幅広い意見が
　（1）二つのライオンズクラブで25年の在籍の後ロ
ータリーに入会した会員は、ライオンズの活動はホ
ットでロータリーはクールと比較しています。
　（2）職業奉仕を軽視し世間に対してボランテアー
活動をアピールしているだけで満足していいのでし
ょうか?といったクールな意見も、、、。

「国際奉仕の理解と実践最新情報」
国際ロータリー第2790地区
国際奉仕委員会

委員長　冨　　　一　美　様(成田空港南RC)
1.RI戦略計画の重点項目にある「人道的奉仕の重
点化と増加」と国際奉仕活動について
2.地区国際奉仕委員会の活動方針について
　本年度は、旧来のR財団の補助金システムが終了
し、いよいよFVP（未来の夢計画）による新補助金シ
ステムスタートの年となります。
　特にこの未来の夢計画の新モデルは、RI戦略計画
の3つの優先項目の一つになっております「人道的
奉仕の重点化と増加」の枠組みの中で、海外を含む
クラブ同士の関係や協力を助長することによって、
多大な成果をもたらす国際奉仕プロジェクトを強力
に推進させまして「数や範囲を広げること」を目指
すとしております。また、その究極の目的といいま
すのは、その奉仕活動を通じて両国のロータリアン
が国際理解と親善を深め、平和を達成することに在
ります。ここで一つ申し添えますが、「ポリオ・プラ
ス」だけは「特別プログラム」でございまして、ポリ
オの撲滅が達成するまで、他のいかなるプログラム

卓　話

委員会報告
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よりも優先されますことを、ご承知おきいただきた
いと思います
　今後は、現在のロータリー友情交換プログラム、こ
れを拡張することによって、国際奉仕プロジェクト、
それから親睦訪問、それから国際ボランティア活動
の機会などを含めて、ロータリーの奉仕のつながり
を支援するためのリソースの拡充が行われまして、
暫くの間はこの点に力が注がれることに成ろうかと
思います。このように、今回の大幅改定では、ロー
タリー友情交換プログラムを拡張するようにと、RI
は推奨しております。是非、この機会に、改めても
う一度、各クラブの国際奉仕の在り方など、特に姉
妹クラブや友好クラブとの関係、或は又、ロータリ
アン同士のロータリー友情交換というものが、有効
に機能しているのか、その辺のところを問いかけま
して、国際奉仕の在り方や原点というものを、今一
度再確認したいと考えております。
　また、国際親善、親睦、奉仕の輪を広げるために
2014年の6月1日–4日の日程でオーストラリアの
シドニーで開かれる国際ロータリー国際大会への参
加を呼び掛けております。
3.国際奉仕一般論について
4.RI戦略計画が目指すロータリーの姿について
5.2790地区の新補助金システムでのプロジェク
ト承認状況並びに国際奉仕プロジェクト立案、具体
事例のご紹介について

以上

【出席報告】
会員総数　44名　出席計算　39名
　出　席：31名　欠席8名　出席率79 .49%
　欠　席：青野君・有村君・神宮寺君・栢尾君
　　　　　越川君・坂本君・信太君・田中君

【M U】
2/4　銚子東RC　大岩君・杉山君　
2/2　R財団補助金管理セミナー
　　　信太君・田中君

【ニコニコ】

ニ コ ニ コBOX ￥23,000 計 ￥438,001
スモールコイン ― 計 ￥41,734
米 山 B O X   ￥3,700 計 ￥40,613
希 望 の 風 ￥26,000 計 ￥215,500

次回のプログラム（２月１９日）
「米山奨学生について」
米山奨学生　呉　　　宏　霞　様

（千葉科学大学・旭RC）
お弁当：膳（幕の内）


