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藤会員、島田会員、高木会員、植田会員、内田会
員の11名が出席されました、お疲れ様でした。さ
て2013‒2014はRI会長の掲げる（ロータリーを実
践して皆に豊かな人生を）でした。銚子ロータリー
クラブは全員野球で実践を御願いしました。五大
奉仕いずれも皆様の活躍を大いに必要と致します
が、特にプログラム委員会、会員増強、国際奉仕、
青少年奉仕は外部との交渉事が大変多くありま
す。その様なときには、副委員長はじめ委員以外
にも協力を求めやすい様な体系作りも必要であっ
たと反省しております。いずれにしても全員野球、
一部の委員長さんには大変ご苦労をおかけいたし
ましたが、会員の皆様にご指導ご協力を得て、最
終例会を迎えることが出来ました。有難う御座い
ました。

1.2016年規定審議会について
................................................................................ガバナー事務所
2.2014年7月ロータリーレート
1ドル＝102円
...........................................................ガバナーエレクト事務所

皆さん今日は、報告いたします。6月21日ロー
ターアクト最終例会に堀米会員、丸山会員、宮内
秀章幹事、宮内龍雄会員、大里会員、坂本会員、佐

幹事報告幹事報告

今週のプログラム

「会長・幹事　就任挨拶」

信　太　秀　紀　会長

田　中　英　子　幹事

前回の例会報告（6月25日）

点鐘：宮　内　　榮　会長

ロータリーソング：四つのテスト

第2812号（2014年7月2日発行）

会長挨拶会長挨拶
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3 .2014COM杯英語日本語スピーチ大会
　後援のお願い
.................................国際教育推進プロジェクトBeCOM
4. 平成26年度千葉県「ダメ。ゼッタイ。」普及運動
及び国連支援募金運動の実施について

................................................................海匝保健所地区協議会

★☆★☆誕生日おめでとうございます★☆★☆

　　　猿　田　正　城　会員（6月27日）
★☆★☆入会記念日おめでとうございます★☆★☆

　　　白　濱　龍　興　会員（6月5日）

合唱同好会一同
　会報誌面で報告させて頂きましたが、全日本RC
親睦合唱祭、今年は名古屋で開催されました。
　お蔭様で一同楽しく参加して参りました。

銚子東RC　✌✌宮　内　　　博　会長✌✌

　　　  　　✌✌釜　谷　藤　男　幹事✌✌

　一年間、お世話になりました。

✌✌佐　藤　直　子　会員✌✌

　親睦活動委員長としての役割も本日で無事終了

致しました。皆さまありがとうございました。
　次年度、灰谷委員長の活躍を楽しみにしており
ます。
　頑張って下さいね！！

✌✌石　毛　　　充　会員✌✌

　会報の発行にあたり会員の皆さまには、無理な
原稿の依頼も快く受けていただき、一年間ご協力
ありがとうございました。

✌✌田　中　英　子　会員✌✌

　会報増強委員長として、目標を達成することは
できませんでしたが、会長・幹事をはじめ、会員
の皆様には多大なるご協力を頂き、心よりお礼申
し上げます。次年度も引き続き、会員増強にご協
力頂きますよう、お願い申し上げます。

✌✌宮　内　　　榮　会長✌✌

✌✌宮　内　秀　章　幹事✌✌

　1年間、お世話になりました。

✌✌宮　内　龍　雄　会員✌✌

　先週の科学大学留学生交流会銚子クラブよりた

会員の記念日会員の記念日

ニコニコBOXニコニコBOX
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くさんの参加を頂きまことにありがとうご座いま
した。おかげ様で大変よい交流会となりました。
追伸
　今年は留学生のキムさんを始め出前教室など皆
様の協力でなんとかまっとうすることが出来ました。

✌✌髙　瀬　幸　雄　会員✌✌

　留学生の飯田佳奈さんのビザが無事取れました。
　8月10日頃の出発を予定しています。
　皆様の御協力ありがとうございました。

✌✌大　岩　將　道　会員✌✌

　兄弟で4人組でアメリカのイエローストン等の
国立公園めぐりをしてまいりました。
　ラスベガスでは残念ながらでした。

銚子東RC
宮　内　　　博　会長

釜　谷　藤　男　幹事

高　橋　宏　資　会員（4回目）
島　田　洋二郎　会員（2回目）

「退任挨拶」
宮　内　　　榮　会長

　一年の私の思い出を振り返って。数えれば限が
ありません。3点に絞って話します。一番目に、先
日行われた出前教室については大変なご苦労が必
要です。学校との事前交渉は面識の無い校長先生
や教頭先生との交渉になりますので難しい面もあ
ります。又交渉は先生方の移動があり4月以降と
なり新年度は学校行事とも重なりお互いに多忙を
極めます。そのような中で、銚子東ロータリーク
ラブとの打ち合わせ、日程、講師の選択、講義内
容その他詳細な打ち合わせになる訳です。私は第
二回目の出前教室のときに担当させていただきま
したが。当時は、私の個人的な付き合いの長い先
生がいましたので、大変スムーズに交渉できまし
た。これも回を重ねるごとに難しくなると思いま
す。皆さんの尚一層の協力が必要と思います。二
番目に一月に藤川享胤さんを招いての合同例会で
す。演題は「随所に主となる」でした。大変感銘深
い話で、話の間合いの取り方、声の出し方も素晴
らしかったのですが、何よりも皆さんが知りたい
核心に触れた解りやすい話し方、ロータリアンと
しての行動と考え方のありよう等勉強になりまし

卓　話卓　話

マルチプル・ポールハリス・フェロー授与式マルチプル・ポールハリス・フェロー授与式

お客様お客様



̶ 4 ̶

た。まさしく大人の道徳でした。ロータリアンだ
けでなく若人から年配者まですべての人に聞かせ
たいと思いました。学校では学べない授業に参加
したような気持ちでした。親睦並びプログラム委
員長さん有難う御座いました。三番目に11月12
日フイリピン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訪問のウエルカムパーテイで
した。羽田空港到着は時間通りでしたが、入国が
2時間半ぐらい遅れ、成田発22時となり銚子太陽
の里着が23時になりパーテイが日を跨いで
24 :30位まで続きました。会員の皆さんも日頃訓
練で鍛えた演芸披露大変お疲れ様でした。サウス
ダバオロータリークラブの皆さんもさぞ驚いたこ
とでしょう。次の日11月13日商工会議所一階大ホ
ールにて銚子クラブ創立以来の歴史的事業フイリ
ピンサウスダバオロータリークラブとの歴史的合
同例会が盛大に行われました。最後にロータリー
思想の原点について、以前私も親睦について話し
ましたが、6月6日に逝去されました織田吉郎パス
トガバナーのガバナー月信で述べておりますの
で、ここで親睦と奉仕の調和について、少しお話
をさせていただきます。ロータリーは1905年（一
業種一会員制）のもと、異業種交流による親睦の
クラブを作ろうと産声を上げました。そして2年
後に奉仕の概念が導入され、ロータリーは広がり
を持ち始めます。1910年ポールハリスは（ロータ
リーは親睦と奉仕の間に宿る）と言い、それまで
3年続いた親睦と奉仕の論争に終止符を打ちます。
これがロータリー思想の原点となり、やがて職業
奉仕の思想に結実して、ロータリーは飛躍的に拡
大を遂げてゆきます。仲良くするエネルギーが世
の為・人の為となる奉仕のエネルギーを生み出し
てゆくこと、つまり親睦と奉仕は一体のものとい
う考え方はロータリーだけが開発したものでそれ
が(職業奉仕の実践は例会出席から始まる）とい
う考え方を生みました。酒飲み会やゴルフ等を通
じた親睦はどんな団体でもやっています。ロータ
リーの親睦はどこが違うのか、それは唯一点、会
員が相手から何かを学ぼう、自分を高めてゆこう
とする姿勢を持ち続けている人々による親睦とい

うことです。ロータリーの親睦は単なるエネルギ
ーの拡大を意味しているのではないのでありま
す。第2次大戦突入前夜の1940年9月、軍閥はロ
ータリーをアメリカのスパイと見做して解散命令
を出します。その時日本には48クラブ2142名の会
員がいました。現在の一地区にも満たない。これ
らの会員はしかし粒よりの人々でした。このほと
んどのクラブは（水曜会又は木曜会）等と名前を
変えて例会を続けました。まるで隠れキリシタン
のように。会員に危機を冒してまでそうした行動
をとらせた理由は何だったのでしょうか。それは
職業奉仕の理想、ロータリー思想の崇高性が日本
人会員の心を捉えたからに他なりません。ロータ
リーの親睦とは感性的親睦に始まり理性的親睦に
昇華させることが出来ます。一業種一会員制によ
って選ばれた質の良い会員同士の異業種交流によ
って生まれる親睦これこそがロータリー運動の大
黒柱なのであります。と織田吉郎パストガバナー
は2011年6月のガバナー月信で述べております。
私は、親睦とは人を傷つけない相手を、思いやる
言動これが寛容です。ロータリー思想の原点それ
は親睦を図り親睦を深めるこの二つの事と思って
おります。ロータリーは自分をさらに磨き人生を
有意義なものにし、ロータリーは楽しむところで
す。おかげさまで、至らない私でありましたが宮
内秀章幹事はじめ皆さんのご指導で無事一年間す
ごすことができました。有難う御座いました。
皆さん今後のロータリーライフを充分楽しみなが
ら信太年度に向けて頑張りましょう。

「退任挨拶」
宮　内　秀　章　幹事

　今年度、宮内栄会長のスローガン全員野球のも
と会長のサポート、またクラブ内の調整役として
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1年間務めさせて頂きました。
　この1年を振り返ってみますと、クラブ内外の
沢山の行事に参加して勉強させていただきまし
た。その中で主だったことをお話しします。
　まずクラブ内の会員数状況ですが、今年度は田
中会員増強委員長と共に純増2名の目標で取り組
んでまいりましたが、結果としてこの6月には残
念ながら退会者5名　入会者3名ということで新
年度スタートは2名の減となりました。しかし、後
半皆さんの力添えを頂きまいて次年度7月より2
名の新入会員が入会する予定となっております。
　ニコニコBOXですが、6月18日時点で657 ,001
円ということで、本日分を含めますと目標予算
660 ,000円を達成することができました。会員の
皆さんにお礼申しあげます。
　理事会、例会の運営ですが、最初は不慣れな点
が多々ありましてご迷惑をおかけしましたが、皆
さんのご協力で無事1年終えることができました
こと感謝申し上げます。
　尚、今年度は細則の変更をしました。次年度よ
り理事の定数が9名から10名となりますので次年
度の理事会ではより活発な会議となるのではない
かと期待しております。
　つづいてクラブ外では、本日お見えなっており
ます東クラブの宮内博会長、釜谷幹事にはスポー
ツ例会、合同例会では大変お世話になりました。ま
た、個人的にもお2人には地区協議会をはじめ分
区の会長幹事会でも色々と勉強させていただきあ
りがとうございました。
　そして何といっても未来の夢計画の一環として
9月に同行させていただきましたフィリピン盲学
校への支援は忘れられません。この時は残念なが
ら宮内栄会長は一緒に行くことは出来なかったの
ですが、忙しい中我々メンバーを空港まで送迎し
て頂き本当にありがとうございます。
　現地では信太次年度会長、高橋国際奉仕委員長を
はじめ内容の濃い支援ができ次年度の国際奉仕へ
の架け橋になったのではないかと思っております。
　11月には、南ダバオロータリークラブ会員の皆
さんが例会に出席されました。私も調整役として

ダバオのロータリアンと連絡を取り合った訳です
が夜遅くから始まったウェルカムパーティー、1
階の大ホールで行った例会、銚子駅で皆さんを見
送った時の様子は今でも昨日のようにハッキリと
覚えております。
　この1年、至らぬ幹事で大変ご迷惑をお掛けし
ましたが宮内栄会長をはじめ会員の皆さんのご指
導ご協力を頂きまして無事幹事を務め終える事が
できましたこと心より感謝申し上げます。そして、
事務局の河野さんサポートありがとうございまし
た。最後にこれからも引き続きご指導頂けます用
お願い申し上げます。
　1年間ありがとうございました。

日時：6月25日㈬　
場所：茂利戸家

一年間、お疲れさまでした。

新旧会長幹事歓送迎会新旧会長幹事歓送迎会
新入会員歓送迎会新入会員歓送迎会



̶ 6 ̶

編　集　後　記
　会員の皆様、卓話者の皆様、会報製作にあたり
たくさんのご協力をいただき、誠にありがとうご
ざいました。いろいろと生き届かないところも
多々ございましたが、1年間なんとか無事にお届
けすることができました。
　この場をお借りして、改めて御礼申し上げます。

坂本君・大岩君・宮内（清）君・宮内（榮）君

宮内（秀）君・佐藤君・金島君・松本君・植田君

丸山君・内田君

6/29　地域環境保全委員会 

　　　文化会館前の蘇鉄管理

坂本君・宮内（清）君・内田君・大岩君・宮内（榮）君

宮内（秀）君・金島君・丸山君・植田君

【ニコニコ】
ニコニコBOX ￥ 4,3000 計 ￥700,001

スモールコイン ― 計 ￥ 67,534

米 山 B O X ￥ 3,100 計 ￥ 70,929

希 望 の 風 ― 計 ￥321,400

次回のプログラム（7月9日）
「五大奉仕委員長　就任挨拶」
宮　内　龍　雄　クラブ奉仕委員長
宮　内　秀　章　職業奉仕委員長
松　本　恭　一　社会奉仕委員長
髙　木　浩　一　国際奉仕委員長
佐　藤　直　子　青少年奉仕委員長

お弁当：大新（幕の内）

一年間、ありがとうございました。
【出席報告】
会員総数　43名　出席計算　41名
　出　席：35名　欠席6名　出席率85 .37%
　欠　席：伊東君・神宮寺君・栢尾君・越川君 
　　　　　大里君・坂本君
【M U】
6/19　留学生交流会（参加16名）
堀米君・石毛君・金子君・上総君・松本君・丸山君
宮内（秀）君・宮内（龍）君・坂本君・信太君
島田君・杉山君・高木君・高瀬君・植田君・内田君

6/20　両RC新旧正副会長幹事会

宮内（秀）君・宮内(龍)君・佐藤君・信太君・田中君

6/21　RAC最終例会（参加11名）

堀米君・丸山君・宮内(秀)君・宮内（龍）君
大里君・坂本君・佐藤君・島田君・高木君
植田君・内田君　
6/22　柏RAC　島田君

6/29　駅前花壇の植え替え


