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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 委員長 宮内 清次 

副委員長 石毛 充 委員 越川 信一、兒玉 英子  

今週のプログラム 

 

夜間移動例会 

クリスマス家族親睦会（親睦活動委員会） 

 

前回例会報告（１２月１０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： 

地区奉仕プロジェクト委員会 

国際奉仕委員会委員長 嘉規 洋様（卓話者） 

 

 

 

 

皆さんこんにちは！ダイアモンド社によります

と、嫌われるリーダーの２大特徴は、第1に「言

ってることとやっている事が違う！」そして第２

は「聞いてるのにまともに答えが返ってこない（明

確な指示がない）！」ということだそうです。 

 これを解決するためには、「トップが自ら変わ

る。」ということ以外にありません。それでは、

どういうリーダーが成功するのでしょうか。まず、

「子供っぽい人」は絶対ダメです。これは「退行」、

つまり、どんどん自分勝手になっていく現象が起

きてしまいます。また「未熟な人」もだめです！ 

成熟した大人の考え方ができる人こそ、真のリー

ダーにふさわしいのです。それは、「問題に直面

したら人のせいにしない人」「言い訳を絶対しな

い人」のことです。私たちが、ロータリーの「四

つのテスト」に照らし合わせながら自分の行動を

決定することは、とりもなおさず、「わがまま」

や「自分勝手」を取り去り、真のリーダーを生み

出す礎になっているのではないでしょうか。 

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。 

 

 

1. 新しいクラブ請求書導入

に向けて   

2. 各クラブに於ける奉仕活

動等のご報告のお願い 

3. サンパウロ国際大会のお

申込みについて 

4. 会員増強ウェビナーのご案内 

会 長 挨 拶 

幹 事 報 告 
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5. 次年度役員オンライン報告について 

以上、ガバナー事務所 

 

6. 2013 年度事業報告書の送付と基金への寄付 

のお願い 

…一般財団法人比国育英会バギオ基金 

 

7. COM 杯 2014 英語・日本語スピーチ大会を 

終えてお礼及びご報告 

…NPO 法人 BeCOM 

8. 平成 27 年銚子商工会議所賀詞交歓会開催の 

ご案内                 …銚子商工会議所 

9. 平成２７年銚子市消防出初式のご案内 

…銚子市消防本部 

 

 

 

☆誕生日記念日： 宮内 龍雄会員(12月4日） 

 

誕生日お祝いありがと

う御座います。 

還暦までまだ一年あり

ます。エンジョイし 

たく思います。 

 

☆創業記念日：宮内  榮会員(12 月 5 日） 

小林 昭弘会員(12 月 9 日） 

 

なし 

 

 

 

 

奉仕プロジェクトの理解と実践 

 

2014-2015 年度 国際ロータリー第 2790 地区 

奉仕プロジェクト委員会 

国際奉仕委員長 嘉規 洋様 

今年度は宇佐見ガバナーの意向によりＤＬ

Ｐ（地区・リーダーシッププラン）本来のスタ

イルに基づいて社会奉仕委員会と国際奉仕委

員会が奉仕プロジェクト委員会という大枠の

中で行動することになりました。奉仕プロジェ

クト委員会の役割は利用可能なリソース（資

料・情報）を伝え、クラブ奉仕プロジェクトの

立案を促し、支援することです。 

奉仕プロジェクトを実施するに当たっては

資金が必要です。自クラブの資金で賄えればい

いのですが、ロータリー財団の補助金を利用す

ることも可能です。補助金は「地区補助金」と

「グローバル補助金」があります。「地区補助

金」は国内・海外を問わず比較的小規模の人道

的プロジェクトに使われます。今年度は２７件

（社会奉仕１９件、国際奉仕８件）のプロジェ

クトが実施されます。国際奉仕プロジェクトの

ひとつに３年前にスリランカ出身の米山奨学

生を受入れたことを切っ掛けに、今年度、現地

に楽器を送るプロジェクトに発展したクラブ

もあります。「グローバル補助金」は２か国以

上のクラブや地区が参加する大規模な６つの

「重点分野」に関わる人道的プロジェクトに使

われ、今年度は市原中央ＲＣ様のクリーンウォ

ータープロジェクト（インドネシア）と地区国

際奉仕委員会の感染予防プロジェクト（モンゴ

ル）の２件が実施されます。また、３年前に実

施したロータリー財団への寄付が地区補助金

やグローバル補助金の原資となりますので、財

団へのご協力もお願いいたします。 

今後とも国際奉仕活動を宜しくお願い致しま

す。 

東洋工業塗料株式会社代表取締役（市川市） 

 

2014-2015 年度 ＩＭに参加して 

前号掲載できなかった分 

丸山泰典会員（ＲＡＣ委員長） 

皆さんこんにちは、丸山です。私はＩＭへの

参加は、今回で２回目です。 

私に限って言えば、去年はただ参加しただけで、

ＩＭがなんなのかさえ分からないまま帰宅し

ました。 

今年は杉山ガバナー補佐から、冒頭の挨拶で

ＩＭ（インターシティーミーティング）につい

て分かりやすい説明があったので、すんなりと

ＩＭに参加することが出来たと思います。毎年

新入会員が増えることを考えれば、毎年一言で

もいいから、冒頭の挨拶でＩＭの目的について

言葉を添えて頂けたら、よりよいミーティング

になるのではないかと思いました。 

さて今回のＩＭのテーマは家族も含めた親睦

ということだったと思います。 

会 員 の 記 念 日 

 

ニコニコ BOX 

卓  話 
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故織田吉郎パストガバナー令夫人の織田悦子

様の演説で印象

に残っているの

は、悦子さんの

お父様がロータ

リアンだったと

いうお話です。

娘の悦子さんか

ら見たお父さん

が、ロータリー

をとても楽しみ

にしていて、ロータリーに入ってから生き生き

してたとおっしゃっておりました。娘の悦子さ

んは、お父さんが楽しみにしているロータリー

とはどんなところなんだろう？と思ったそう

です。 

そのお話を聞いた時、まずロータリアン１人１

人がロータリーを楽しむことが、家族も含めた

親睦への第一歩になるのではないかと思いま

した。 

また、悦子様のご主人である織田吉郎パストガ

バナーに関するお話では、ロータリーで大切な

のは、均一的平等の精神世界であるというお話

をされていたのも印象的でした。これは、冒頭

の挨拶で杉山ガバナー補佐が、親睦とはなんな

のか？ロータリーにおける親睦とは、単なる仲

良しクラブや飲みニケーションではないんだ

というお話をされましたが、そのお話に通じる

ことだと思いました。入会２年目の私ではまだ

まだ理解できないことがたくさんあり、勉強し

なければいけないな、ロータリーは奥が深いん

だなと感じました。 

その後のパネルディスカッションでは、杉山

ガバナー補佐の流れるような司会のもと、たど

たどしい答えを返していたパネラーの皆様は、

まるで蛇に

睨まれた蛙

のようで少

し気の毒な

感じがしま

した。 

最終的にはディスカッションの内容はよく

わからなかったんですが、各クラブのカラーが

会長エレクトを通して色濃く出ていたように

思いました。 

ユーモア溢れるクラブ有り、真面目なクラブ

有り、若さ溢れるクラブ有り、それぞれ違った

カラーを感じました。我が銚子ロータリークラ

ブはと云うと、我がクラブをひいき目に見てい

るのかも知れませんが、我がクラブはきちんと

していて、まじめで、ユーモアの中にも品格が

溢れるクラブのように感じました。宮内龍雄会

長エレクトにおべっかを使ったところで私の

話を終わらせていただきます。 

ありがとうございました。 

（有）あいまーる葬祭 代表取締役社長 

 

 

 

松本 恭一社会奉仕委員長 

年末年始特別警戒パト

ロール出陣式出席の皆

さん寒い中ご苦労様で

した。25 日(木)歳末交

通安全薄暮時指導を

大 橋 交 差 点 付 近 で

PM4 時に行います。 

 

銚子 RC 合唱同好会 宮﨑 裕光会長 

 

毎年恒例のクリス

マスコンサートが千

葉科学大学で開催さ

れます。 

我々「コーロ・ハモン

ティアーノ」は今年も

出演させて頂くこととなりました。 

日時は 12月 19日（金）午後 6時。開演予定で

すが「コーロ・ハモンティアーノ」は最初の出

演となっておりますので皆様奮ってご観覧、ご

声援のほどご案内申し上げます。 

 

｛年末年始特別警戒パトロール出陣式｝ 

12月 12日ＰＭ6時市役所前集合：出発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→大里忠弘 

県トラック 

協会会長の 

ご挨拶 

 

委 員 会 報 告 
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My first Rotaract Club 

ローターアクトクラブの思い出 

      田中英子会員（幹事） 

本年度幹事とい

う役職を拝命した

おかげで、千葉科学

大学ローターアク

トクラブの例会に

出席する機会が与

えられた。点鐘のあ

とにローターアク

トソング、歌詞を見

ただけではまった

く思い出せなかっ

たが、曲が流れると一瞬のうちに記憶が蘇り、

なんだか少しうれしくなった。 

 今を遡ること２０数年前、母の知人から「ロ

ーターアクトクラブ」なるものの入会を勧めら

れた。 

 以前伯父がロータリークラブに入会してい

たので、「ロータリークラブ」という名前くら

いは知っていたが、「ローターアクトクラブ」

は初めて耳にする言葉だった。 

 「一度見学に」と言われ、話はとんとん拍子

に進み、例会にお邪魔することになった。その

日のお客様は私の他に、当時ローターアクト委

員長だった猿田正城会員がいらっしゃいまし

た。 

 その日の例会は、「川柳を詠む」という内容

だった。「ただ見学するだけ」と聞いていた私

は、「とんだところに来てしまった！」と思っ

たが、あとの祭り。当然のことながら一緒に参

加することとなった。 

何分間か考える時間を与えられたあと、一人

ずつ発表するという形式でとうとう私の番に。

仕方なく、その当時湾岸戦争真っ只中だったの

で、皮肉をこめて『戦争のおかげで上がる、株、

猪木』という句を詠んだ。 

 全員の発表後、猿田ローターアクト委員長か

ら賞の発表があった。「本日のお客様」という

加点が効いて、「天・地・人」の中で一番いい

「天」を頂き、「しいて言えば、『戦争のおかげ

で上がる、猪木株』の方がなおいいでしょう。」

というアドバイスを頂いたのを今でも鮮明に

覚えている。 

 その後ローターアクトクラブに入会したこ

とは言うまでもないが、そんな私が縁あって、

いまやロータリアン。ロータリアンになってわ

かったことは、私がローターアクトのメンバー

だった頃も、こうしてロータリアンの皆様に見

守られていたのだと思うと、とても感慨深い。 

 また、当時ローターアクト委員長だった猿田

会員と同じクラブに一緒に在籍していること

はとても光栄だ。 

 ただ、ローターアクト出身のロータリアンが

私一人というのは少し寂しい気がするのだ

が・・・。    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：３２名 欠席１０名 出席率 76．19% 

 欠 席：青野君・伊東君・鴨志田君・栢尾君 

越川君・丸山君・宮内(秀)君・宮内榮

君・大里君・杉山君 

 

【Ｍ Ｕ】 

12/8：RAC 例会 丸山君・内田君 

12/9：銚子東 RC 島田君 

12/11：両 RC 正副会長幹事会 

   宮内(龍)君・佐藤君・信太君・田中君 

12/12：年末年始特別警戒パトロール出陣式 

    信太君・金子君・松本君・宮内(清)君 

     田中君・大里君 

 

【ニコニコ】 

 

お 知 ら せ 

会員投稿欄への投稿を募集中：ジャンルは問い

ません、400～600 字で下記宛に。また委員会

報告等は金曜日までにお願い致します。  

銚子ロータリークラブ事務局 

Fax ０４７９－２５－８７８９ 

Male； <rotary@choshinet.or.jp> 

広報・会報委員会委員長  宮内清次 

Male： <seiji.m@mocha.ocn.ne.jp> 

ニコニコ BOX ￥  3,000 計 ￥290,000 

スモールコイン ￥  － 計 ￥ 35,880 

米山 BOX ￥  2,900 計 ￥ 35,933  

希望の風 ￥  － 計 ￥190,271 

 

12月 24日および 31日の例会は休会です。 

次回のプログラム（１月７日）  

「年男・年女の抱負」 

宮内龍雄会員・宮内秀章会員・櫻井公恵会員 

         お弁当：黄鶴（中華） 

会 員 投 稿 欄 


