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ナー補佐椎名正義様、補佐幹事神崎薫様ようこそ
お出でいただき眞に有難うございます。至らない
私でしたが、お二方には、良いご指導を頂き無事
1年間過ごすことができました。又、旭クラブ、八
日市場クラブの素晴らしいロータリアンの皆様と
めぐりあえた事が今後私の人生において宝物に成
ると確信しております。お世話に成りました。後
ほどよろしく御願いいたします。
会長報告を致します。13日出前教室に講師とし

て櫻井公恵会員が「問屋のお仕事」と題して講義
をしました。宮内龍雄会員は日本など「刀物つく
りの原点」と題して講義をしました。丸山泰典会
員は「成功の方程式」と題して、講義を致しまし
た。大変お疲れ様でした。14日には、市原RC創
立50周年記念式典並びに祝賀会に宮内幹事がお
邪魔しました。15日にはフローラ西船橋にて行わ
れた習志野ローターアクトクラブ最終例会に島田
会員がお邪魔しました。16日には次年度14‒15年
度分区会長幹事会に信太、杉山、島田、田中会員
が参加しました。又昨日17日は、銚子東クラブへ
私と宮内秀章幹事が退任挨拶にお邪魔して来まし
た。ロータリー年度末で皆さんご多忙の中大変お
疲れ様でした。さて2013‒2014年度はRI会長の掲

皆さん今日は。本日は、第7分区ガバナー補佐
椎名正義様、補佐幹事 神崎薫様をお迎えして、五
大奉仕委員長退任の挨拶例会となりました。ガバ

今週のプログラム

「会長・幹事　退任挨拶」

宮　内　　　榮　会長

宮　内　秀　章　幹事

前回の例会報告（6月18日）

点鐘：宮　内　　　榮　会長

ロータリーソング：

　　　それでこそロータリー
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げる（ロータリーを実践し皆に豊かな人生を）でし
た。そして喜びを共有し元気なクラブ作りを目指
して頑張りましょうと述べられました。今年度は、
全地区に対して未来の夢計画の実践の年度でもあ
りました。これついてはフイリピンミンダナオ島
ダバオ盲学校への支援活動又ダバオロータリーク
ラブとの交流親睦に対して高橋国際奉仕委員長は
じめ、会員みなさんの大活躍で銚子ロータリーク
ラブ創設以来の行事で成功裡に出来たことを皆様
に感謝申し上げます。五大奉仕については後ほど
各委員長退任挨拶があります、一年間のご活躍お
疲れ様でした。又、先日行われました高木浩一委
員長の職業奉仕フォーラムは大変良い企画だと思
いました。会員を小グループに分けて職業奉仕に
付いて自由に話し合う企画、分区ではまれに行れ
ますが五大奉仕月間に分けて実行を願いたいもの
です。何が良かったか、普通は結論を求われます
が、結論を求めないので盛り上がり、人の考え方
と自分の考えの違いがわかります。1年間私のよ
うな至らないものが会長をさせていただき視野が
広くなりました。
 

第7分区ガバナー補佐　旭RC
椎　名　正　良　様

補佐幹事　旭RC
神　崎　　　薫　様

【週報拝受】
鹿島臨海RC、成田空港南RC、八日市場RC
1 . ロータリー財団・米山記念奨学会寄付について
のお願い
2.国際奉仕委員会ニュースレター 5‒6月号
................................................................................ガバナー事務所
3.ハイライトよねやま171
................................................................................米山記念奨学会
4. ロータリー入門書（2013年規定審議会に準拠）
のご案内 ..........................................株式会社　北斗企画

【例会変更】
鹿島臨海RC… 7月11日㈮夜間移動例会　鹿島セ

ントラルホテル18時 30分 ‒前年
度役員慰労会の為

波崎RC… 7月10日㈭→7月9日㈬夜間移動例会ニ
ュー鹿南18時～前会長幹事の慰労会
の為

★☆★☆誕生日おめでとうございます★☆★☆

　　　　堀　米　秀　和　会員（6月8日）
★☆★☆結婚記念日おめでとうございます★☆★☆

　　　　神宮寺　孝　之　会員（6月9日）
★☆★☆入会記念日おめでとうございます★☆★☆

　　　　宮　内　龍　雄　会員（6月7日）
　　　　髙　木　浩　一　会員（6月17日）

幹事報告幹事報告

会員の記念日会員の記念日
お客様お客様
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ガバナー補佐
✌✌椎　名　正　良　様✌✌

　一年間ありがとうございました。
補佐幹事

✌✌神　崎　　　薫　様✌✌

✌✌宮　内　龍　雄　会員✌✌

　先週の出前教室、講師の皆さんを始め御協力あ
りがとうございました。
　明日の留学生交流会もよろしくお願い申し上げ
ます。

✌✌堀　米　秀　和　会員✌✌

　今年も昨年に引き続き、頗る元気で、無病息災
を叶うことができ実に「幸」なことに感謝してい
ます。年齢的に頭の方の回転は随分悪くなってき

ましたが、これは元々良くないので我慢しなけれ
ば………薬がないので！！ニコニコしながら1万
円！！尚、息子が45歳で2千万円以上取るサラリ
ーマンに成長したことも改めて嬉しいことです。
「親馬鹿」で！！

国際奉仕委員会
✌✌高　橋　宏　資　委員長✌✌

　1年間ご理解、ご協力ありがとうございました。

「クラブ奉仕委員長　退任挨拶」
信　太　秀　紀　委員長

　クラブ奉仕委員会は、各委員会と連携しながら、
「ロータリーの心」である「親睦と奉仕」を基盤に
活動してまいりました。おかげさまで会員増強委
員会は3名の新入会員を迎えることができました。
広報・会報委員会は例会を素晴らしい内容で記録
してくれたばかりでなく、ホームページの製作に
も積極的に取り組んでいただきました。
　本年度の思い出に残る卓話を振り返ってみます
と、銚子商業VS作新学院の「甲子園ヒーローたち

ニコニコBOXニコニコBOX

卓　話卓　話
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の名勝負」、銚子マリーナの大震災「2011年3月11
日を忘れない・・・。」、ユニークな「あんな宿こ
んな宿へんな宿」がありました。また、米山奨学
生呉宏霞さんによる感動的なお話や、観光アテン
ダント鈴木彩子さんの元気が出る卓話など、毎週
充実したゲストを用意してくれた例会運営委員会
に心から感謝申し上げます。そして、親睦活動委
員会は、充実したイベントで各親睦会を盛り上げ、
家族親睦旅行を一泊で行うなど、従来の枠にとら
われない、斬新な発想で大活躍してくれました。お
かげさまで、本年度の活動目的である「例会の充
実」、「クラブの発展」に貢献することができまし
た。一年間、ありがとうございました。

「職業奉仕委員長　退任挨拶」
髙　木　浩　一　委員長

　昨年、宮内会長より職業奉仕委員長のお話を頂、
軽い気持ちで受けてしまったのが運のつき、杉山
パスト会長に「やさしいロータリーのはなし」の
冊子を頂、読んでおけと言われ読めば読むほど解
らない日々が続き、故織田パストガバナーには、委
員長の時が一番勉強をする時だと言われ、職業奉
仕とは何ぞやと、考えさせられた年でした。委員
会の内容としては、クラブ研修委員長に青野パス
ト会長、クラブ情報・雑誌委員長に上総パスト会
長の両委員長をはじめ、歴代パスト会長に委員会
を固めて頂き、例会内でのディスカッション（バ
ズセッション）では、膝を突き合わせた討論もで
き有意義な委員会活動だったと思います。微力な
委員長ではありましたが、委員会メンバー、会員

の皆様のご協力により無事終了することができま
した。一年間ありがとうございました。

「社会奉仕委員会　活動報告」
坂　本　尚　史　副委員長

　会員の皆様のご協力・ご参加を得て、今年度の
活動を無事に終了することが出来ました。篤く御
礼申し上げます。
　今年度は新たな事業としたは、希望の風の奨学
金募金、毎月第1例会において募金箱をまわして
年間321 ,400円を集める事が出来ました。又、継
続事業として市内の各所に植樹した花木の管理を
おこないました。

　地域社会に対しては、下記の活動を行いました。
会員皆様の御協力有難うございました。

地域社会に対する活動
1.全国交通安全運動への参加　年間6回　40名
2.歳末特別警戒パトロール　　　　　　　7名
3.社会を明るくする運動　　　　　　　　13名
4.市民バザール

　また、地域・環境保全委員会の活動として行い
ました「ロータリー憩いの森」では、猿田会員およ
び宮内（清）会員の多大なご助力により、整備が進
みました。月桂樹については当初移植したものが
活着しませんでしたが、八日市場RC 川口茂会員
が無料でポール・ハリス5世をご提供頂き、順調
に生育しています。また、桜は3本植え替をおこ
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なったそうですが、来年の花見が楽しみです。

　なお、22日に予定していたRACと共催の駅前
花壇の植え替えは、諸般の事情から29日㈰13時か
らに延期となりました。ご都合の付く方は是非ご
参加ください。

「国際奉仕委員長　退任挨拶」
高　橋　宏　資　委員長

　本年度、当委員会は『ロータリーの目的』の第4
項に掲げられた内容を充分に理解すべく活動して
まいりました。
　海外クラブとの交流につきましては、フィリピ
ンの3860地区サウスダバオRCとお互いの例会出
席で親睦を深めました。特に来銚の際には当クラ
ブの深夜に至る歓迎会に大変感激されたようです。
　そして、ミンダナオ島盲学校に楽器を贈る為に、
信太会員、宮内秀章会員、金島会員、高木会員、宮
内龍雄会員、米山奨学生のキムさんと高橋の7名
で現地に出向きました。さらに、サウスダバオRC
の活動であるストリートチルドレンへの炊き出し
や教育の場においての歯ブラシの配布と口腔衛生
指導で支援活動の手助けをし、子供たちの大歓迎
を受けました。
　また、小委員会の活動においてR財団の島田委
員長には地区補助金の申請から報告書の作成まで
していただき本当にお世話になりました。
　米山記念奨学会委員会の金島委員長には1人平
均15 ,000円以上の寄付を達成していただきまし
た。お疲れさまです。

　ロータリーフェローシップとしてのコーロハモ
ンティアーノは地道な練習を積み重ね、科学大の
クリスマスコンサートや全日本ロータリークラブ
親睦合唱祭に参加して、会員・家族、そして日本
中のロータリアンと交流ができ実りある1年であ
ったと思います。
　活動計画すべてを実行することはできませんで
したが、『元気あるクラブ』を目指し、とても充実
した一年間となりました。クラブ会員の皆様の御
協力・御理解に心より感謝申し上げます。ありが
とうございました。

「青少年奉仕委員長　退任挨拶」
宮　内　龍　雄　委員長

　本年度より、新世代委員会が青少年奉仕委員会
と名称が変更されましたが
　青少年、RAC委員会の小委員会で活動をしてま
いりました。
　各小委員長が主体となって、年間活動計画をほ
ぼ予定通りに消化し、成果を上げたと思います。
　青少年奉仕委員会は対外交渉多く、各小委員長
の負担が大きく、本年度会長のキャッチフレーズ
「全員野球」が生かされず残念でした。次年度はク
ラブを挙げてのお応援を期待します。
　特筆すべき報告として、かねてより懸案のロー
タリー交換留学生が青少年委員長のご活躍により
当クラブから選出されたこと、千葉科学大学のロ
ータアクトの会員が大幅に増員し、地区に於いて
最大規模のクラブとなったことが挙げられます。
これも各小委員会と関係各位の連携と真摯なご努
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力のたまもの考え、
　此処に深く感謝を申し上げます。

日時：6月19日㈭　18：30 ～
場所：千葉科学大学内　カフェマリーナ

青少年奉仕委員会
宮内龍雄委員長おつかれ様でした。

大家と言えば親も同然と語る次年度信太会長

【出席報告】

会員総数　43名　出席計算　42名

　出　席：33名　欠席9名　出席率78 .57%

　欠　席：伊東君・神宮寺君・鴨志田君・栢尾君

　　　　　宮﨑君・大里君・大岩君・岡根君

　　　　　櫻井（公）君

【M U】

6/13　出前教室　（8名）石毛君・金島君・丸山君・

宮内（秀）君・宮内（龍）君・櫻井（公）君・高木君・

植田君

6/14　市原RC50周年　宮内（秀）君

6/15　習志野中央ＲＡＣ　島田君

6/16　次年度分区会長幹事会

　　　 信太君・島田君・杉山君・田中君

6/17　銚子東RC　宮内（榮）君・宮内（秀）君・

大里君

【ニコニコ】

ニコニコBOX ￥32,000 計 ￥657,001

スモールコイン ― 計 ￥ 67,534

米 山 B O X ￥ 2,610 計 ￥ 67,829

希 望 の 風 ― 計 ￥321,400

次回のプログラム（7月2日）

2014‒15年度第1例会

「会長・幹事　就任挨拶」
　信太　秀紀　会長
　田中　英子　幹事

お弁当：黄鶴（中華）

第5回千葉科学大学留学生との交流会第5回千葉科学大学留学生との交流会


