
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２８２６号（２０１４年１０月１５日発行） 
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    ロータリーに輝きを  
     LIGHT  UP ROTARY 
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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 

 

「脳トレ及びストレッチ」 

   ADL 体操研究指導者 

   長尾 勢津子様 

    

 

 

前回例会報告（１０月８日） 

点      鐘：信太秀紀会長 

ロータリーソング： 「我等の生業」 

ビジター紹介：なし 

 

 

みなさん、

こんにちは！

私達が成功す

るためにはそ

の職業は関係

ありません、

重要なことは

そのやり方で

す。 

1. 今すぐ行動する。 

2. 一つ一つの行動を心のこもったものにす

る。 

3. そこまでやってくれるかという印象を相

手に与えるほどやる。 

4. 笑顔で快くその行動すべてを行う。 

ロータリーの職業奉仕の概念とも言える、こ

の４つの態度が大切なのです。果たして、現

実的に、ホテルのメイド係りや、どこかの家

の掃除係で大金持ちになることは可能でしょ

うか？大切なことは職業の種類ではなくやり

方であります。現在オバマ大統領の自宅はシ

カゴの高級住宅街にありますが、その隣に住

んでいる ヘザ という黒人女性がいます。 

彼女の家は超裕福です。そのルーツをたどっ

てみますと彼女の祖父と祖母が、ある大金持

ちの家で住込みの家政婦だったのです。それ

でアメリカの上層階級に並ぶ大金持ちになっ

たのです。なにか変ですよね。家政婦をやっ

ていて金持ちになった！？意味がわかりませ

ん。実は、このお金持ちの家には後継ぎはな

かったのです。だから自分の資産を全て家政

婦に譲ったのです。しかし、もし毎日いやい

や仕事をこなしていたらそれが起きたでしょ

うか？ 雑にやっていたら跡継ぎになれたの

でしょうか？大切なことは職業の種類ではな

くそのやり方であります。「今すぐ行動する、

一つ一つの行動を心のこもったものにする、

そこまでやってくれるかという印象を相手に

与えるほどやる、笑顔で快くその行動すべて

を行う。」私たちは地域のリーダーとしてこの

ことを再認識しなければなりません。    

本日の例会が皆様にとりまして有意義なもの

となりますこと、そして品格あふれるもので

ありますことを、心よりお祈り申し上げまし

て、会長挨拶といたします。ありがとうござ

いました。 

会 長 挨 拶 
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【週報拝受】佐原 RC、波崎 RC 

【活動計画書拝受】大原 RC 

1. 公共イメージ委員会より講演会のご案内 

2. 月信誤記載のお詫びと訂正 

3. 平和センター支援のお願い 

4. 重点分野で「ロータリーに輝きを」 

5. 地区大会記念ゴルフ大会について 

…以上、ガバナー事務所 

【例会変更】 

佐原 RC 

10 月 26 日(日)I・M 佐原商工会議所  

点鐘 13 時半 

10 月 30 日(木)定款第 6 条第 2 節(C)により休会 

I・M に振替  

八日市場 RC 

10 月 14 日(火)→16 日(木)献血移動例会に振替 

点鐘 12 時半 

佐原香取 RC 

10月13日(月)定款第6条第1節Cにより休会 

10月27日(月)→10月26日(日) I・M開催 

点鐘13時半 

 

 

 

☆ 誕生日記念日  

       坂本尚史会員(10 月 7 日) 

 

誕生日のお祝いをあ

りがとうございました。

68歳になりました。 

体調はイマイチです

が、一病息災と言うこと

もあり、健康に気をつけて過ごしたいと思って

います 

 

☆ 入会記念日：宮内 榮会員 (10 月 3 日) 

☆ 創業記念日：金島 弘会員（10 月 8 日） 

 

 

 

 

石毛 充会員 

 10 月 5 日両親の傘寿と喜

寿を家族だけでお祝いしま

した。その時の両親の笑顔が

家族みんなに微笑んでいて、

ほのぼのとしたひとときを

過ごす事ができました。 

 

  

 

【フィリピン・ダバオ支援報告】 

髙木浩一 国際奉仕委員長 

 
国際奉仕委員長の

髙木です。フィリピ

ン・ダバオ盲学校チ

ャリティコンサー

ト支援のご報告を

させて頂きます。 

９月１９日、２０日

、２１日の３日間、本年度、国際奉仕委員会のメイ

ン事業であります、フィリピン・ダバオ盲学校チャ

リティーコンサート支援に信太会長をはじめ、メン

バー１１名で行ってまいりました。出発前、台風の

影響もあり、無事到着できるか不安ではありました

が、２時間遅れで無事到着できました。ダバオも特

に台風の影響もなく３日間気持ちよく滞在できまし

た。２０日のコンサート開催当日は、午前中 S ダバ

オ RC が支援しているストリートチルドレンへの食

事の提供と歯ブラシのプレゼント、高橋会員による

ブラッシングの指導の支援をし、その後、会場入り

を致しました。映画館を貸し切ってのコンサート、

３００名を超す来場者があり、子供達も当日まで励

んできた演奏や歌の練習の成果を如何なく発揮し、

会場全体が感動に包まれました。この一年で成長し

たなぁとメンバーの目にも熱いものが光っていまし

た。私達も東日本大震災支援プロジェクトのテーマ

曲「花は咲く」の合唱で参加し、花を添えることが

できました。最後は、アンコールもあり会場が一つ

になり、支援してよかったと心から思う瞬間であり

した。このプロジェクトには、３年を要し、大里年

度で耕し、宮内榮年度で楽器の種を巻き、信太年度

で「花が咲いた」わけです。素晴らしい事業展開で

したが、少し辛口を言わせて頂ければ、これまでは、

１つ１つ段取りをきっちり取ればできた事業です。

花火は幾らでも上がりますし、花火を上げてそれで

終わりという事業はたくさん見てきました。ただ、

このコンサートについては、これからは実を実らせ

なくてはなりません。盲学校の子供たちもこのコン

サートが定着し毎年行えることを願っています。こ

の支援なしで、自分達だけで、コンサートを行える

ように自立させなければなりません。本年度その一

歩を踏み出したように思います。最後に、ダバオの

地に於いて、信太会長も来年も来ると口走ってしま

いましたし、リップサービスかもしれませんが、宮

内龍雄次年度の就任に合わせて、S ダバオ RC のメ

ンバーが来銚すると言っています。また、地区では、

このチャリティーコンサートをグローバル補助金の

対象事業にしたいという話も出ています。伝統ある

銚子ロータリークラブ国際奉仕委員会の動向が、次

年度以降目が離せなくなっています。 

（髙木整骨院 院長） 

会 員 の 記 念 日 

 

ニコニコ BOX 

卓 話  幹 事 報 告 
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【フィリピン・ダバオ支援報告】 

佐藤直子 青少年委員会委員長 

 
いよいよ盲学校

の生徒のコンサート

です。「ストリートチ

ルドレン」への炊き

出しを終え、軽い昼

食を摂ったあと、コ

ンサート会場へと

足を運びました。た

った今居た処とは

全く違う立派な会

場に温度差を感じながらも、気持ちはもう、「あの生徒

たち」に実際に会える

という期待感でいっ

ぱいでした。そして、

会場の入口に掲げら

れた一枚のポスター

に目が釘付けになり

ました。 

Ｍｕｓｉｃ ｆｒｏｍ ｔｈｅ Ｈｅａｒｔ↑ 

「彼らの想い」そのものです。そして、なんと言っても、

この言葉↓ 

彼らの自信に満ちた言

葉が、そこにしっかりと

刻まれていたのです。 

＂ I  may  not have 

sight ， but I  have 

a vision．“ 

 

この言葉を見た瞬間、盲目というハンディを抱えなが

らも、それを超えた自信に繋がる何かが芽生えたの

かも知れない、そして、このコンサートが少しでもその

切っ掛けづくりになっていたのなら本当に嬉しいと思

うと同時に、素直に彼らに対する称賛の気持ちが溢れ

てきました。 

会場に入ると既にリハーサルが行なわれており、舞

台の上には整然と一列に並んだ「見覚えのある子供

たち」の姿。あの盲学校での、お世辞にも綺麗とは言

えなかった普段着姿から一変してロータリーカラーを

基調とした御揃いの制服に身を包み、サンダル履きだ

った足元はしっかり革靴に履き替えられ、見紛うばか

りのキリッとした姿がそこにあったのです。そして、何

よりもその練習風景に、格段に上達した演奏を容易に

感じることが出来、「すごい！もの凄く上手になって

いる！」「きっと私たちが思っている以上に練習して、

このコンサートに向かって頑張って来たのだろう！」

と、辛抱強く毎日努力を重ねてきた彼らの一途な姿勢

に、思わずジ～ンときてしまいました。 

しかしながら、感動している私達の姿を彼らは決し

てその目で見ることはありません。ただただ真剣な

表情で、バンドリーダーの指導に従って演奏を繰り返

しているのです。 

“Ｉ ｍａｙ ｎｏｔ ｈａｖｅ ｓｉｇｈｔ， ｂｕｔ Ｉ ｈａｖｅ ａ 

ｖｉｓｉｏｎ．” 彼らの態度はその言葉を体現しているかの

ように、また、自分たちが自立への道を辿らなければ

いけないことをどこかで理解しているようにも見え

ました。サウスダバオＲＣの協力で、500 枚のチケット

を配ったそうです。この広い会場に一体何人の人が

足を運んでくれるのか一抹の不安がありましたが、彼

らの堂々とした演奏を聴いていて、もう数は関係ない

とさえ思えました。彼らが、その素晴らしい才能と積み

重ねてきた努力の結果を、このコンサートで立証して

くれることを信じるのみです。 

一旦、ニモさんのお宅へ招待されお茶を済ませた

後、再び会場へと戻ると、予想を遥かに超えた観客で

埋め尽くされていました。我々銚子ＲＣの１１名は最前

列の席を用意され、いよいよコンサートが始まりまし

た。もう不安などありませんでした。初っ端から素晴ら

しい演奏が始まり、私たちも完全に観客になっていっ

たのです 

やはりＴＰＯは大事聴

く側にも緊張感がロー

タリーカラーの制服で

→  

「アナと雪の女王」を

唄うＬｏｒｒａｉｎｅ．１２歳の少

女の澄んだ声に会場は

徐々に引き込まれてい

った。→この二人のボー

カリスト、いつか大きな

花を咲かせて欲しい１８

歳のＡｎｇｅｌｉｃａの軽快で

素晴らしい歌声には全

ての人が魅了された→ 

彼らへの音楽を通して

の教育がこれからの彼

らの生きる術になる。 

 

キーボードのＡｌｆｅｒｎｙも

真剣な表情ミスなく演

奏！ ↓ 

ａｒｄ。その演奏技術は健常

者のそれとなんら変わり

ないどころか、アーティス

トとしてのその才能が羨

ましいとさえ思わせる 

 

『花は咲く』の歌詞の一節。。。 

誰かの歌が聞こえる 誰かを励ましている 

誰かの笑顔が見える 悲しみの向こう側に 

花は 花は 花は咲く いつか生まれる君に 

花は 花は 花は咲く わたしは何を残しただろう

誰かの想いが見える  誰かと結ばれている              

誰 かの 未 来 が 見 える  悲 しみの 向 こ う 側 に         

花は 花は 花は咲く いつか生まれる君に          

花は 花は 花は咲く わたしは何を残しただろう             
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← Grannd Finale 

「 Flowers will 

Bloom 」 

RC Choshi & DSB 

Musical Band 

 

私たちは、彼らの努力に敬意を示し、最後に少しだけ

花を添えることが出来ました 
今回の支援活動を通して、自分の固定観念がある

意味払拭されたような気がします。支援を待っている

人たちがいる。支援をする人たちがいる。この現実の

縮図を素直に受け止めることが出来たように思いま

す。そして、これからも、何処にどんな種を自分は蒔く

ことが出来るのだろうと思えたことが大きな収穫で

した。蒔かれた種はやがて芽を出し、成長しながら蕾

をつける。そして、その蕾が、機が熟して徐々に花が咲

き始めるのを見届けることが、自立支援に繋がるのだ

と確信しました。 

かれらは。。。何を想ったのだろう 

わたしは。。。何を残したのだろう 

それでも確実に。。。彼ら花は 咲き始めた ！ 

（さざんか園デイサービスセンター施設長） 
 

【フィリピン・ダバオ支援報告】 

        田中英子 幹事 

この度、ダバオ盲学

校音楽祭参加の為、信

太会長をはじめ、総勢

１１名で、２泊３日の

弾丸ツアーに参加して

参りました。誰の心が

けがいいのか悪いのか、

折しも９月１６日に発

生した台風が、ちょう

どマニラのあたりで猛

威を振う９月１９日に、私たち一行はマニラ空港

に到着。予定より遅れること約三時間、現地時間

の午後八時近くにようやくダバオ空港に到着致

しました。 

初日の晩は、空港からレストランへ直行し、南

ダバオロータリークラブのメンバー１６名とと

もに会食致しました。昨年来銚の際のおもてなし

のおかげでしょうか、とてもおいしい中華料理に

、遅い時間にも関わらず集まって頂いたメンバー

の中には、１９６８年のチャーターメンバーまで

いらっしゃって、大変な歓迎ぶりでした。 

会食の時、偶然隣り合わせたのが、本年度幹事

で、次年度会長のロドラさんという女性でした。

私も同じ女性幹事ということで、つたない英語と

、通訳を交えながら、意気投合し、いろいろなお

話をさせて頂きました。 

「甘いものが大好き。」という話をしたところ、

ロドラさんはお菓子作りがとても得意だという

ことで、「明日、手作りのケーキを御馳走するか

ら。」と約束して下さり、滞在２日目の午後、音

楽祭のリハーサルと本番との短い合間を縫って、

プール付の素敵なご自宅に招待して頂き、おいし

いチョコレートケーキを御馳走になりました。 

また、昨年来銚の際、ちょうどロドラさんのパ

スポートが切れていて、一緒に来られなかったこ

とを大変残念がっておられて、「自分が会長にな

ったら、銚子ロータリークラブの次年度第一例会

に合わせてぜひ来銚したい。」とおっしゃってい

ました。 

音楽祭のリハーサルの前には、昨年に引き続き

、ストリートチルドレンへの炊き出しと、高橋会

員の食後の歯磨きレッスンを行いました。私は初

めて参加させて頂いたわけですが、つぶらな瞳に

ちょっとはにかんだ笑顔は、とてもストリートチ

ルドレンには見えませんでした。この純粋無垢な

子供たちが、大人の都合による貧困という負の連

鎖によって、邪悪な道へ足を踏み入れてしまわぬ

よう、何とか救う手だてはないものかと、改めて

考えさせられました。 

最後に、この度このような貴重な体験をさせて

頂き、ありがとうございました。 

この事業にご協力頂きました銚子ロータリーク

ラブの会員の皆様、また、音楽祭開催までの長期

にわたりご尽力頂きました会員の皆様に心より

御礼申し上げます。 （豊田商事（株）監査役） 

【出席報告】 

会員総数４４名 出席計算４２名 

 出 席：３４名 欠席８名 出席率 80.95% 

 欠 席：伊東君・栢尾君・越川君・宮内(榮)君                              

宮﨑君・大里君・櫻井(公)君・島田君 

【Ｍ Ｕ】 

10/2：京都モーニング RC  杉山君 

10/7：八日市場 RC   島田君・杉山君 

【ニコニコ】 

ニコニコ BOX ￥ 6,000 計 ￥188,000 

スモールコイン ￥  3,300 計 ￥ 22,010 

米山 BOX ￥  － 計 ￥ 19,270  

希望の風 ￥  － 計 ￥114,000 

次週のプログラム（１０月２２日）  

「米山奨学生卓話」 

地区米山委員 山﨑 浩一様 

米山奨学生  ピョー サンディ マウン様 

       （千葉科学大学・銚子東 RC） 

お弁当 黄鶴（中華） 


