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THE ROTARY CLUB OF CHOSHI 

創 立 昭和32年３月２３日 

RI承認 昭和32年４月１５日 

会 長 信 太 秀 紀 

副会長 宮 内 龍 雄 

幹 事 田 中 英 子 

会 計 金 子 芳 則 

例会日時 毎週水曜 12:30～ 

例会場  銚子商工会館５F大会議室 

事務所  銚子市三軒町19-4 

     銚子商工会館内 

電 話  0479-25-3111(会館) 

     0479-23-0750(専用) 

ファクス 0479-25-8789 

E‐mail  rotary@choshinet.or.jp 

URL http://www.tcs-net.ne.jp/~crc   

 2014～2015年度 ＲＩテーマ 

    ロータリーに輝きを  
     LIGHT  UP ROTARY 

 2014〜2015 ＲＩ会長 ゲイリー Ｃ．Ｋ．ホァン 

 

国際ロータリー第2790地区 

銚子ロータリークラブ会報 

第２７９０地区 

ガバナー 宇佐見 透 (千葉幕張ＲＣ)  
広報・会報委員会 

宮内 清次、石毛 充、越川 信一、兒玉 英子  

今週のプログラム 

 

「医療海外ボランティア」 

 

髙 木 浩 一 会員 

前回の例会報告（７月１６日） 

点鐘： 信太 秀紀 会長 

ロータリーソング： それでこそロータリー 

 

皆さん

こんに

ちは。

２００

９年９

月 11

日に滋

賀県長

浜市立

浅井中

学校の運動会で、生徒たちがギネスの記録に挑

戦しました。なんのギネスに挑戦したのかとい

いますと、２７０人の生徒が、二人三脚のよう

に脚を結んで５０メートルを歩く、つまり２７

０人２７１脚に挑戦したわけであります。テレ

ビカメラや認定員がひしめくなか約１５０メー

トルにわたって横一列に並びスタートいたしま

した。そして見事に「２６１人」の記録を 9 人

破り、世界新記録を達成いたしました。生徒会

長の田中美子さん（１４）は「全員に届くよう

に大きな声を出しました。足をつないで、心も

つながった！」とうれし涙を見せてくれました。

ところが、翌日、その中の一人の生徒が母親と

一緒に「この子の話を聞いてやって下さい。」と

校長先生のところへやってきました。その生徒

は「ゴール直前で僕の足のてぬぐいがほどけま

した。」と言ったのです。その子はつらかったで

しょうね。言うべきか、言うまいか、さんざん

悩んだことでしょう。だからお母さんに相談し

たのです。お母さんもつらかったでしょう。認

定員やカメラの眼はごまかせたんです。黙って

さえいれば、ギネス認定の末、世界一になれる

のです。徳永嘉之校長は、全校生徒の前で「記

録よりも、正直に話してくれたその勇気のほう

がはるかに大事です！」と話されました。この

生徒の行動から、私たちはどういう生き方をす

ればいいのかを、あらためて学ぶことができる

のではないでしょうか。 

 

第 1号議案 交換留学生壮行会の件 ･･･承認 

 

 

【週報拝受】小見川 RC 

 

1. 例会休会に関する規定 

           …ガバナー事務所 

2. ハイライトよねやま１７２ 

…（財）ロータリー米山記念奨学会 

3. 平成２５年度事業報告    

会 長 挨 拶 

幹 事 報 告  

臨時理事会報告 
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 …銚子市・クーズベイ市姉妹都市友好委員会 

4. 第64回社会を明るくする運動市内大行進御礼

状 

…第64回社会を明るくする運動推進委員会 

【例会変更】 
佐原 RC   

8 月 14 日（木）定款第 6 条第 1 節により休会 

 

◇ 誕生日おめでとうございます 

大 里 忠 弘 会員（7月13日） 

お祝い有難うございます。  

58 歳になりました、今後とも                   

よろしくお願いします 

◇ 入会記念日おめでとうございます 

   越 川 信 一 会員（7月11日） 

 

 

☆銚子東 RC  澤田 武男様 

 

 

なし 

 

 

金島 弘 例会運営委員長 

2013～14年度 100％出席者 

27名と累積皆勤を表彰 

25年 岡根   清 会員 

10年 信太  秀紀 会長 

 

佐藤 直子 青少年奉仕委員長 

交換留学生 飯田佳奈さんの

壮行会 7 月 23 日(水)例会終了

後 14 時～例会場にて開催・会

費 3,000円多数のご参加お願い

致します。 

 

 

松本 恭一 社会奉仕委員長 

夏の交通安全街頭指導にご参

加下さい。 

7月 31日(木)銚子大橋交差点 

16時～17時 

 

 

 

 

＝出前教室に参加して  ＝ 

             宮内 龍雄 会員   
6 月 13 日に銚子

第一中学校で開催

された、出前授業に

ついてご報告いた

します。私は青少年

奉仕委員会委員長

として、今回出前教

室の計画、立案、実

施を担当致しました。何度か一中を訪問し、打合せ

をしましたが、八木澤忍校長先生、ご担当の吉澤 

輝教頭先生にご対応して頂き、学校側も積極的に協

力してくれましたことに感謝申し上げるとともに

講師の皆様、関係各位にお礼を申しあげます。 

講師及びテーマについては両ロータリークラブよ

り 5 名の講師を選出しました。銚子 RC からは 

櫻井 公恵会員 「問屋のお仕事」 

丸山 泰典会員 「成功の方程式」 

宮内 龍雄   「日本刀 物作りの原点」題し

て 21 名の 2 学年の生徒に 45 分間 2 講義ずつ行い

ました。 

尚当日講師のほか宮内秀章前幹事を含め 8 名、出

席しました。講義の内容、生徒の反応などは桜井会

員、丸山会員より報告があると思いますので、講義

前に給食を頂きながら八木澤校長がお話したこと

をお話ししたいと思います。 

今現実に在る銚子市内の教育現場での問題点 

① 日本語の出来ない子供たち（銚子市民の多様化） 

② 教師の年代の隔絶（中間層の経験豊富な教師がい

ない） 

③ 新人教員の教育に対する意識の低下（就職問題） 

④ 保護者（親）のニーズが多様化（モンスターペアレ

ント） 

このような様々な問題が、同時に進行して現場が混

乱し、対応に非常に苦慮しているというお話を聞き

ました。私はもう子育て、教育も終わりましたが、

このお話を伺い、今日本の教育現場で起きている

色々な事柄に教職員の皆様が格闘している姿に衝

撃を受けました。これから次世代の青少年に対して

我々ロータリアンに何が出来るかを考えてみる必

要があると思います。以上で「ロータリー出前教室」

の報告を終ります。ご清聴有難う御座いました。 

          

丸山 泰典 会員 

私が、出前授業で

話したのは、まず最

初に、サラリーマン

時代に経験した仕

事の内容を話しま

した。こんな職業も

会員の記念日 

お 客 様 

ニコニコ BOX 

委員会報告 

卓 話  
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あるんだってことを知ってもらうことで、社会には

まだまだ、子供たちの知らない職業、かつ魅力的な

仕事がたくさんあることを伝えようとしました。 

2番目は、私がサラリーマンから社長になった話と、

その過程で大きく影響を受けた 1 冊の本を紹介し

ました。そして、その中で、自分で実際にやってみ

て効果のあった、目標を叶える為の具体的な方法を

紹介しました。 

3 番目は、まとめとして、成功の方程式の話をして

授業のまとめとしました。 

 なぜ、このような話をしたかといいますと、子供

たちに、一旦は、東京あるいは世界に出て行っても、

いろいろな知識や経験を習得した後に、その知識・

経験を持って将来は銚子に戻ってきて欲しいと考

えているからです。仕事がないから銚子に帰って来

れないということではなく、自ら起業し、雇用を創

出する生き方もあるってことが伝えられたらいい

なと思ったからです。しかしながら、それにはかな

りリスクを伴うので、強制する事はできないことで

す。こんな生き方もあるよと参考例を話すことで、

聞いてくれた生徒の中の 1人でも、将来、自分でリ

スクを背負って、この銚子に戻って来てくれたらい

いなと云う気持ちでお話をしました。 

櫻井 公恵 会員 

今回は中学２年生を対象にした

出前授業という貴重な機会をいた

だきました。 

食品流通の流れを説明した後で、

全員にスーパーで売っているもの

を挙げてもらいました。 

肉、野菜、魚、お菓子、ジュース、

お酒、缶詰・・・最後の方の子は大変です。果てに

はボールペンまで挙がりました。 

そのなかで弊社が扱っているのはたったこれだけ、

スーパーの売り場を構成するにもたくさんの会社

が関わっているのだ、ということが伝わったようで

す。 

続いてみんなに考えてもらいたかったのは「食品ロ

ス」の問題です。日本の食品ロスはドイツの１６～

３０倍。みんなには賞味期限と消費期限の違いの説

明をし、一人一人ができる食品ロス削減策を問いか

けました。 

食べ物を捨てないために買い過ぎない、作り過ぎな

い、そして「スーパーでの買い物は手前の商品から

買おう！」という、とても大事なことをお伝えしま

した。 

そしてもう一つ伝えたかったことがありました。 

一生元気でばりばり仕事を続けられる人はまずい

ない。病気になったり、怪我をしたり、家族の介護

や看護もあるだろうし、女性は結婚や出産も要因

になる。 

でも、働き方を工夫してしばらく時間を短くした

り、少しの間お休みをすることで、長い間働く工

夫はできるのだから、みんなお互い様の気持ちを持

って助け合って生きていける日本を作っていこう、

ということです。 

子供たちへの授業はとても楽しい経験となりまし

た。ありがとうございました。 

 

＝五大奉仕委員長挨拶＝  （前号続き）    

社会奉仕委員会    松本 恭一 委員長 
 副委員長に内田会員、

唯一の小委員会でありま

す地域・環境保全委員会

の委員長に同じく内田会

員、副委員長に岡根会員

そして小田島会員、私を

含め計４名の豪華キャス

トで運営していきます。 

 以前は４大奉仕であり社会奉仕の中に小委員会

として新世代委員会がありました。２０１１年度に

新世代が独立し現在の体制になりましたが、それ以

降社会奉仕委員会は地味であるという印象があり

ます。しかし、地域に最も密着した委員会でありや

り方によっては地域でのロータリークラブの認知

度を上げることが可能だと思います。 

 幸い委員会メンバーにベテラン会員もおられま

すので、意見をよくお聞きし有意義な活動を展開し

ていきたいと思っています。 

 一年間よろしくお願いいたします。 

 

青少年奉仕委員会   佐藤 直子 委員長 

 今年度「青少年奉仕

委員長」を拝命致しま

した。宜しくお願い致

します。 

新世代のためのＲＩ

常設プログラムの中で、

当クラブが提唱してい

るのは、大学を基盤と

する「千葉科学大学Ｒ

ＡＣ」でありますが、彼らの活動目的は、あくまで

も、「奉仕を通じての親睦（Ｆｅｌｌｏｗｓｈｉｐ

ＴｈｒｏｕｇｈＳｅｒｖｉｃｅ）」であります。「ロ

ーターアクト」の名称は、「ロータリー（Ｒｏｔａ

ｒｙ）」と「行動（Ａｃｔｉｏｎ）」からきています。

私達ロータリアンは、彼らローターアクト（ＲＡ）

が、独自のプログラムや活動を展開し、その目標を

達成できるよう助けていかなければなりません。そ

して、そのような機会を提供し、育成していくこと

が目的であります。 

今年度は、銚子東ＲＣと共に、もう一つの提唱ク

ラブであります旭ＲＣへの協働への働きかけと、積

極的参加を希望しています八日市場ＲＣとも協力

しながら、ＲＡＣの活動範囲と協力体制を拡げてい

きたいと思います。そして、千葉科学大学ＲＡＣの
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学生たちの基本的ニーズを具体的に掴み、ＲＡＣの

活動目的やその意義をしっかり伝えていくこと、ま

た、活動を通じて地域社会との信頼関係を築くこと

を彼らに指導していきます。 

今年のＲＡＣは、内田会員や坂本会員のご支援の

下、6 名の新入会員が入り総勢 11 名と、県下では

一番大きなＲＡＣとなりましたが、その数に満足す

ることなく、その質を高めることに尽力していきた

いと思います。「ＲＡＣ委員長」の丸山会員には、

これらを踏まえながらも、彼らの自主性を重んじな

がらの指導を宜しくお願い致します。 

また、高瀬会員のご尽力により今年度、「ロータ

リー青少年交換」が実現しましたが、このプロジェ

クトを成功させるためにも、是非、大勢のご協力を

お願い申し上げます。 

さらには、引き続き「関東近県中学選抜野球大会」

「9月の青少年のための月間」「ＲＹＬＡへの参加」

「小中科学作品展」「出前教室」「千葉科学大学留学

生交流会」等々のプログラムを継続していきます。 

最後に、今年のＲＩ会長ゲイリーＣ．Ｋ．ホァン

氏の「ＬｉｇｈｔＵｐＲｏｔａｒｙ！ロータリーに

輝きを！」というテーマと共に、第 2790 地区宇佐

見透ガバナーの地区活動方針「『原点回帰』を合言

葉に、変革を恐れずに活動して参ります」という趣

旨を組みながら、其々の課題を具現化していくため

には、積極的かつ大胆に活動していくことが「青少

年奉仕委員会」の今年度目標になります。どうぞ、

皆さま方の厚いご支援・ご協力を宜しくお願い致し

まして、ご挨拶とさせて頂きます。ありがとうござ

いました。 

 

「コーロ・ハモンティアーノ」 

会長 宮崎裕光 

去る７月１３日（日）、銚子 RC

合唱同好会総会が開催されました。 

議題の活動報告、活動計画、決

算内容、予算内容全て承認され、

今年度の活動が始まりました。 

現在会員数は男性１０名、女性１４名の合計２４名

ですが、引き続き同好会では会員の募集を行ってお

り、いつでも入会可能ですのでお待ちしております。 

大きな情事としては例年通り「千葉科学大学クリス

マスコンサート」「全日本 RC 親睦合唱祭」への参

加を予定しております。 

引き続き応援、ご声援よろしくお願いいたします。 

銚子ロータリークラブ合唱同好会 

 

 

＝銚子の未来の為に必要な人材＝ 

ローターアクト委員長 丸山泰典 

自分の世代というのは、一

流大学を出て、一流の企業や

官公庁に就職することが、一

番良いとされる風潮があっ

た時代です。現在高校の同級

生のほとんどは銚子にいな

いのが現状です。 

次の世代、そして、この銚子市を考えた時に、一流

大学、一流企業を目指す人間ばかりでは、大都市に

若者が集中し、銚子の過疎化は止まらないと思って

います。 

そして、いつかは銚子には戻りたいと思っている若

者も、銚子には仕事がないからという理由で、いつ

までたっても銚子に戻って来れないのではないか

と考えています。 

一流大学を出て、一流企業に勤めるのも 1 つの素晴

らしい人生かも知れません。 

ですが、銚子の未来を考えた時に必要な人材、それ

は、銚子から一旦東京あるいは世界に出て行って、

いろいろな知識や経験を習得した後に、その知識・

経験を持って銚子に戻って、自ら起業し、雇用を創

出できる人間なのではないでしょうか。 

しかしながら、それにはかなりリスクを伴うので、

強制する事はできないことです。 

難しいことだと思いますが、銚子の未来の為には、

新たに雇用を創出できる人間が必要だと思います。 

【出席報告】 

会員総数４４名 出席計算４３名 

 出 席：３４名 欠席９名 出席率 79.06% 

 欠 席：青野君・伊東君・鴨志田君・栢尾君・

越川君・宮内(榮)君・櫻井(公)君・ 

杉山君・高瀬君 

【Ｍ Ｕ】7/13 ﾛｰﾀｰｱｸﾀｰｽﾞﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

7/14 RAC例会  丸山君・島田君 

【ニコニコ】 

ニコニコ BOX ￥ 2,000 計 ￥61,000 

スモールコイン ￥ 3,400 計 ￥ 6,400 

米山 BOX ￥  － 計 ￥ 3,500  

希望の風 ￥  －  ￥26,000 

次週プログラム（７月３０日） 

『新入会員卓話』 

遠山靖士会員・小林昭弘会員・富永泰夏会員 

 

お弁当： 膳（幕の内） 

会 員 投 稿 欄 
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