
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

ます。6月1日ローターアクト合同会議が成田菊屋
別館で行われました。佐藤直子会員と島田会員が
出席されました。又同日同場所で夕方より、次年
度合同地区青少年奉仕委員会全体会議が行われ、
引き続き島田会員が参加されました。大変お疲れ
様でした。今月はロータリー親睦活動月間です。ロ
ータリーの親睦活動はそのクラブ内における家族
親睦旅行やクリスマス会そして、ゴルフ大会、コ
ーラス、趣味の会等の活動を通じて親睦を図ると
思っていますが、親睦を深めるには毎週一回の例
会の場所であると思います。親睦を図り親睦を深
めるこの二つの事が大切であります。ロータリー
活動に対して常に親睦を念頭に置いて行動するな
らば、大変好ましい状態になると思います。ロー
タリーの基盤は親睦にありと良く聞きますが、単
にそのクラブに限定してではなく、広く世界に友
情と親交の輪を広げるという意味でロータリー親
睦活動はRIの国際奉仕の正式プログラムです。国
際奉仕というと人道的ボランテア活動に限定され
ているように思われております。銚子ロータリー
クラブでも昨年フィリピンダバオ盲学校支援が実
施されました。そして昨年11月13日にはサウスダ
バオロータリークラブの銚子ロータリークラブへ

皆さん今日は。本年度最後の月となりました。全
員野球を目指してラストスパートを御願いいたし

今週のプログラム

夜間移動例会

「新旧クラブ協議会」

前回の例会報告（6月4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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の訪問例会を行いました。ロータリーの目的第4
項に国際奉仕とは奉仕の理想によって事業と専門
職に携わる人の世界的親交と国際間の理解と親善
と平和を推進することとあります。

第12回定例理事会報告
第1号議案　6月7月8月プログラムの件
......................................................................................原案通り承認
第2号議案　親睦旅行決算案の件
......................................................................................原案通り承認
第3号議案　新旧クラブ協議会の件
.....................................................承認　リーダー：坂本会員 
第4号議案　出前教室の件
...........................................................................................................承認
第5号議案　千葉科学大学留学生交流会の件
...........................................................................................................承認
6月19日㈬18時30分‒千葉科学大学内

カフェマリーナ
第6号議案　新入会員カウンセラーの件
.....遠山靖士新入会員のカウンセラー高橋宏資会員
　に決定
第7号議案　歓送迎会の件
................................原案通り承認　6月25日㈬茂利戸家
第8号議案　社会を明るくする運動の件
.............................................承認　市内パレード7月5日㈯
第9号議案　クールビズの件
......................................................................承認　6月‒9月まで
第10号議案　神宮寺会員退会承認の件
...........................................................................................................承認
第11号議案　小林新入会員候補者の件
...........................................................................................................承認

★☆★☆結婚記念日おめでとうございます★☆★☆

阿天坊　俊　明　会員（6月4日）

★☆★☆入会記念日おめでとうございます★☆★☆

田　中　英　子　会員（6月2日）
金　島　　　弘　会員（6月4日）
宮　内　秀　章　会員（6月4日）

【週報拝受】鹿島臨海RC、銚子東RC
1 .地区大会記念誌拝受
................................................................................ガバナー事務所
2.クラブの現況のデータお伺い書　　　　
...........................................................ガバナーエレクト事務所
3.2014年6月ロータリーレート1ドル＝102円
4 . 第64回社会を明るくする運動銚子市推進委員
会の開催について

...........................................................銚子市役所　社会福祉課

【例会変更】
銚子東RC…6月24日㈫最終例会の為、夜間移動例
会点鐘18時30分　絶景の宿　犬吠埼ホテル
波崎RC…6月5日㈭　6クラブ親睦ゴルフ大会に
振替　レインボーヒルズ

遠　山　靖　士　会員
勤　務　先：朝日生命保険相互会社
　　　　　　千葉支社 銚子営業所　所長
職 業 分 類：生命保険
所属委員会：親睦活動委員会

会員の記念日会員の記念日

会長報告会長報告

新入会員認証式新入会員認証式

幹事報告幹事報告
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✌杉　山　俊　明　会員✌

　先月より息子夫婦との同居が始まりました。少
し楽が出来そうです。

✌髙　瀬　幸　雄　会員✌

　交換留学生、飯田佳奈さんのカナダビザ申請が
5月27日完了しました。ビザ認可まで1.5 ヶ月～
2ヶ月かかるようです。

青少年奉仕委員会
宮　内　龍　雄　委員長

第5回千葉科学大学留学生との交流会について
日　時：6月19日㈬　18：30‒20：00
場　所：千葉科学大学内　カフェマリーナ

クラブ情報委員会
上　総　泰　茂　委員長

ロータリーの友6月号から
① 親睦活動月間ですので趣味を通して世界と交流
できる国際的な親睦活動のいくつかが紹介され
ています。

② 「いまを切り撮る」のテーマで2014フォトコンテ
スト入選作品が両面ページ一杯に9点あります。
　 ピューリツｱー賞受賞の写真家のメッセージと
して「地球上にカメラの奥にあるまなざしほど
強い武器はない」と添えられています。

③ 国際ロータリーの松宮理事がメーッセージの中
で責任を負った理事会の関与しないところで大
事な決定がされていることが多々あるというこ
と。理事会の能力の範囲内で必要を満たして行
けるものにしないとロータリアンの期待を裏切
っていくのではないか？と警鐘しています。

④ 3度目の冬を迎える大槌小学校に8回目の訪問
をした報告がありました。その中で被災地の現
場と私たちが思っていた支援活動の内容が乖離
していること。現在では物資やイベント参加で
なく授業の側面からの支援や心のケアーの支援
活動が必要と指摘がありました。

⑤ 友愛の広場から　（ロータリアンの友情に感謝）
昔は人しれず奉仕をすることをロータリアンの
美徳とする時代がありました。そのような足長
おじさんのような心あたたまる交流のお話です。

（ようこそロータリークラブへ）

ニコニコBOXニコニコBOX

委員会報告委員会報告
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 転勤族の会社員の会員のロータリーに入会し慣れ
るまでの体験談です。

（長崎原爆資料館を訪れて）
 青少年交換学生のアメリカ人学生が長崎原爆資料
館を見て母国で教えられて信じていたことを改め
て考えなおす機会となったという感想です。

ワインの楽しみ方　（卓話の泉から）
⑥ まず自分の好きなワインを見つけることが入り
やすく一番の楽しみ方のようです。自分の中で
好きなワインを一本決めて軸を作り、そこから
ワインの味を広めていくとありました。
　 ロータリーの友もまず興味惹かれる記事（意
見）を見つければ読みやすくなると1年を振り
返りましての感想です。

「米山梅吉記念館を訪ねて」

小田島　國　博　会員

佐　藤　直　子　会員

　 米 山 梅 吉 は、
1868年2月4日 東
京芝に生まれまし
た。父の死去に伴
い、家族は静岡県
三島に移ります。
梅吉は、駿東郡長
泉村の映雪舎に学
んでいた頃からそ
の成績のよさが嘱
目されます。当時
校長が江原素六で

あった沼津中学に通い出すと、それまでの漢学に
加え、蘭学、西洋文化など新しい学問に触れ、そ
の知識欲がさらに膨らんでいきます。回覧雑誌を
作ったり、雑誌に投稿するなど文学少年でもあり、
後に和歌や俳句を嗜む土壌は少年時代から培われ
ていました。この前途有望な少年は地元長泉で
400年以上続く米山家にこわれて、後に養子縁組
を結ぶことになります。16歳の時、沼津中学を退
学して単身上京。働きながら勉強を続け、20歳の
時さらに大きな世界を求めてアメリカに渡ります。

　米山は8年間の留学を終えて帰国します。帰国
時『提督彼理（ペルリ）』という原稿を携えていま
した。黒船を率いて日本に来たペリーの資料をも
とにまとめたこの本には、帰国してから師事して
いた勝海舟による題字が記されて出版されまし
た。そして縁あって三井銀行に入行。入行1年目

卓　話卓　話

若き日の米山梅吉若き日の米山梅吉

『提督彼理』『提督彼理』 勝海舟の題字勝海舟の題字
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にして神戸支店次席、同時に欧米視察の出張命令
が出るなど順調なスタートをきります。その後数
回に渡る海外視察を重ねて近代銀行業務の基礎を
築いていきます。また日本で初めての信託会社と
なる三井信託株式会社を創立して、初代社長に就
任します。

　実業家として活躍する一方、三井報恩会初代理
事長として社会的・文化的事業への援助を積極的
に進めます。その他緑岡小学校（現在の青山学院
初等部）の設立、長泉村へ図書館の寄贈など自ら
の信念に基づいた社会奉仕活動も熱心に行いま
した。

　47歳の時、事業に成功して目途がついたら後進
に道を譲り、報恩社会奉仕の道をさがすべしとい
う「新隠居論」を著した米山にとって、奉仕を理想
とする人々が集うロータリークラブとの出会い
は、必然であったといえるかもしれません。1905
年にポール・ハリスがアメリカで創ったロータリ
ークラブを1920年東京に設立。日本に初めてロー
タリークラブが誕生し、その創成期の活動の中心
に立ちます。

　こうして公私共に奉仕の精神を持ち続け、生涯
を通じて活動を続けました。この米山精神は、米
山梅吉記念館を預かる全国のロータリークラブに
よる奉仕活動や、長泉町内の小中学校で命日に設
けられた米山デーとして、現在の子供たちにも受
け継がれています。

　米山梅吉記念館は、米山梅吉の遺徳を偲びその
偉業を顕彰するため、昭和44年米山ゆかりの静岡
県駿東郡長泉町に開館しました。平成10年には新
館も完成し、地元長泉ロータリークラブの例会場
として利用されているほか全国からのお客さんを
迎えています。

―ひとことお礼申し上げますー
　「家族親睦旅行」の大きな目的としましては、日
頃よりロータリー活動にご理解を頂いております
ご家族への感謝の気持ちを表すと共に、会員相互
の親睦を深めることですが、同時に、今回は特に、
ロータリーの支援活動の一つであります「米山奨
学生」への奨学金授与という活動が、どういう経

長泉小学校と米山文庫長泉小学校と米山文庫

奉仕活動をする子供たち奉仕活動をする子供たち

秋季例祭の様子秋季例祭の様子

ポール・ハリスとの対面ポール・ハリスとの対面
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緯から来ているのかを直に知って頂くことにもあ
りました。そういった意味では、実際に「米山梅
吉記念館」を訪ねたことで、「米山梅吉」という人
物像やその経歴を通して、今日の活動への経緯を
詳しく知ることが出来ました。そして、今まで良
く知らないまま自分がこの支援活動を行っていた
ことは、その活動の真意を安易に考えていたとい
うことを再認識した次第です。先人のこうした偉
業をしっかり把握することで、「米山記念奨学会」
への寄付によって賄われる留学生への学費補助の
意味と、外国人留学生や次世代の支援・育成に対
する奉仕の精神をこれからも継承していくことの
意味を理解することが出来ました。
　また最後に、今回のこの「家族親睦旅行」が「宿
泊」という形を取らせて頂いたことで、参加人数
に影響を与えたことをお詫び申し上げますと共
に、会員の皆々様に、ご理解・ご協力を頂いたこ
とで、この旅行が実現することが出来ましたこと
を深く感謝申し上げます。

　　　　　　親睦活動委員長　佐　藤　直　子

【出席報告】
会員総数　44名　出席計算　41名
　出　席：34名　欠席7名　出席率82 .93%
　欠　席：灰谷君・伊東君・神宮寺君・鴨志田君
　　　　　栢尾君・越川君・大里君

【M U】

5/29　小千谷ＲＣ　金島君

5/31　茂原RAC　島田君

6/1　 RAC合同会議　佐藤君・島田君

6/1　 地区青少年奉仕委員会全体会議　島田君

【ニコニコ】
ニコニコBOX ￥14,000 計 ￥625,001
スモールコイン ― 計 ￥ 67,534
米 山 B O X ￥ 3,000 計 ￥ 65,219
希 望 の 風 ￥28,000 計 ￥321,400

次回のプログラム（6月18日）
「五大奉仕委員長　退任挨拶」
　信　太　秀　紀　クラブ奉仕委員長
　髙　木　浩　一　職業奉仕委員長
　大　岩　將　道　社会奉仕委員長
　高　橋　宏　資　国際奉仕委員長
　宮　内　龍　雄　青少年奉仕委員長

お弁当：膳（幕の内）


