
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２８５６号（２０１５年６月１７日発行） 

 

    

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 

 

「五大奉仕委員長 退任挨拶」 

    

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   

 

前回例会報告（６月１０日） 

夜間移動例会 新旧クラブ協議会 

キャルネ・ド・サントゥール 

点 鐘（18 時） ：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。本日は夜間移動例会に 

お忙しいところお集まりをいただきまして、ま

ことにありがとうございます。１９０５年シカ

ゴで誕生したロータリークラブは世界初の奉

仕クラブ団体として２００以上の国と３３０

００近くのクラブそして１２０万人以上の会

員を有するまでになりました。おもしろいのは

文化の違いをものともせず、全世界に広まって

いるところであります。日本と欧米の文化も正

反対です。例えば「氷を５～６個とってくださ

い。」という言い方は海外では嫌われます。「５

個か６個かはっきりしてくれ！」と要求されて

しまいます。あいまいな言い方は日本では美徳

ですが、世界では卑怯だと評価されてしまいま

す。また、海外でも「いじめ」は存在しますが、

それによって自殺する子供は皆無です。いじめ

られた子は、最後の最後に自分をいじめた子を

殺してしまうのだそうです。さらに、日本では

財布をなくしても必ず出てきますが、アメリカ

等で現金をなくして手元に帰ってくるケース

は全くありません。戻ってくるのは傘くらいの

ものです。日本では高価なものほどもどってき

ますが、おもしろいことに紛失した傘は戻って

きません。これからもロータリークラブは文化

の壁を越えて、ますます世界に広まって行くこ

とを心から念願をして止まないものでありま

す。 

 
 
 
 
 

会 長 挨 拶 
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【週報拝受】流山ＲＣ 

1. 退会防止についてのお願い 

2. 地区大会記録 DVD送付のご案内 

…ガバナー事務所 

3. 東金 RC事務局 FAX番号変更のお知らせ 

…ガバナーエレクト事務所 

4. 交換留学生飯田佳奈さん第 7回月例報告 

…地区青少年交換委員会 

【例会変更】    

小見川 RC 

6月 24日(水)さよなら例会点鐘 18時 20分  

春本 

 

 

なし 

 
なし 

 

 

 

例会終了後、新旧クラブ協議会が猿田正

城パスト会長をリーダーに迎えて開催され

ました。 

各小委員長の一年間の活動報告を受け総評す

る猿田元ガバナー補佐（写真左）と神妙な面持

ちの信太会長と田中幹事 

 

リーダー総評 猿田正城パスト会長 

今日は、各委員会の活動報告を聞き、皆良く努

力したと思いました。信太会長、田中幹事、各

委員長一年間お疲れ様でした。どの委員会も銚

子ロータリークラブの良き伝統を理解し、その

上に何か新しいものを創造工夫しようと努力

した成果が表れていました。次年度もまたこの

姿勢を引き継いで、更に発展させて行けるもの

と思います。時間も限られておりますので、簡

単に総評致します。 

会長：誠実な中にも明るく和やかなクラブ運営

をしました。特に毎回の会長挨拶は体験的な経

営者のあり方をはじめ、家庭での話まであり楽

しみでありました。 

幹事：てきぱきと物事を処理し、会長を良く助

け良好でした。 

例会運営委員会：例会は卓話がポイントであり

ます。バランスがあり、面白く内容のある卓話

が多かった。委員長だけでなく、委員会全員で

責任を果たしている姿勢が良いと思いました。 

親睦活動委員会：家族を含めた親睦という目的

を達成出来たと思います。委員会全員で協力す

る姿は美しいと思いました。お花見例会の「お
しるこ」や「トン汁」なども記憶に残りました。

昨年の佐藤直子さんの英断を引き継ぎ、金沢へ

の一泊旅行も色々と苦労はありましたが私は

大成功だったと思います。 

会員増強委員会：クラブの発展には優秀な会員

の増強は重要です。十三名に及ぶ勧誘をしたに

も拘らず増強出来なかったのは残念です 

広報・会報委員会：会報の役割を良く理解した

素晴らしい紙面づくりでした。特に新しい試み

の会員投稿欄に三十二名も協力した裏には委

員長の大変な努力があったものと思います。 

職業奉仕委員会：例会における「私の職業奉仕

の実践」の会員のお話は新しい試みとして良か

ったと思います。 

クラブ情報委員会：毎月第一例会のロータリー

友誌の紹介は、例会の時間配分上短くポイント

を絞る事だと思います。 

地域・環境委員会：新しい活動を具体化するこ

とは、色々と難題が出てきて難しい。継続的活

動をしっかりと。 

国際奉仕委員会：ダバオの盲学校支援は銚子ロ

ータリークラブの誇りとして良い活動であっ

たと思います。 

ロータリー財団委員会：寄付者に感謝します。 

米山奨学会委員会：地区目標を達成して良好。

支援した奨学生の消息を知ることも大切です。 

青少年委員会：交換留学生、ライラ、出前教室

等々活動が多く大変でした。 

ローターアクト（ＲＡＣ）委員会：会員が１２

名と増加して良かった、活動も活発になったと

思います。 

ＳＡＡ：例会中におしゃべりをしている姿が見

られなかった。時間配分や食事にも気配りをし

ていて、全体に明るい感じの例会づくりをした

と思います。 

ニコニコ BOX 

新 旧 ク ラ ブ 協 議 会 

会 員 の 記 念 日 

 

幹 事 報 告 
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過日、中曽根元首相の別荘（日の出山荘）を訪

れました。書斎の壁一面に区切りされた書棚が

あり、政治関係の書物がぎっしりと並んでいま

した。その中央の一区画には江戸時代の武士の

心得について書かれた【葉隠】という本が一冊

だけ入っていました。中曽根さんの生き方の底

にあるのはこれなのだと私は思いました。自分

は人間としてどのようにして生きるべきか、そ

の答えを見つけ出すことはより高く生きる上

で大切です。私達ロータリアンはロータリー活

動の中でそれを見つけ出すことが出来るので

はないかと思います。以上で総評を終わります。 

 

新旧クラブ協議会終了後 

年度末大懇親会開催 
司会進行は 

灰谷充史親睦活動委員長 

（どうぞ一年のご活躍を振り返っ

て時間の許す限り御歓談下さい） 

 

 

乾杯のご発声は小

田島國博パスト会長 

（本年度は非常に印

象の深い年でした。

信太会長、田中幹事、

本当にご苦労様でし

た。 

各委員会のご活躍に感謝します。会員各位のご

活躍とクラブの御発展を祈念して乾杯。） 

新旧クラブ協議会発表寸景をどうぞ 

← 

丸山泰典ＲＡＣ委員長と 

佐藤直子青少年奉仕委員長 

 

 

→   

坂本尚史米山記念奨学会

委員長（パスト会長） 

 

← 

高橋宏資Ｒ財団（ＷＣＳ） 

委員会委員長（パスト会長） 

 
← 

石毛充ＳＡＡ（左）と 

金子芳則会計長 

 

 

閉会のご挨拶 

宮内龍雄次年度会長 

（後２週で新年度に入りま

す。佐藤直子幹事と力を合せ

て頑張ります。ご協力宜しく

お願い致します。） 
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第２０回 

♪全日本ロータリークラブ親睦合唱祭♪ 

日時     平成２７年６月６日（土） 

合唱祭開始  午後０時００分 

懇親会開始  午後６時３０分 

合唱祭会場  函館市市民会館大ホール 

懇親会会場  函館国際ホテル 

主催     函館ロータリークラブ 

銚子ロータリークラブ合唱同好会 

「コーロ・ハモンティアーノ」参加者（１４名） 

坂本尚史、新子 猿田正城、彌惠子  

信太秀紀、和恵 池口恵美子 岩瀬恵子  

上総泰茂 田中英子 茂木マキ子 高橋昌子 

杉山俊明 丸山泰典  

指揮＝坂本尚史  ピアノ＝岩瀬恵子 

合唱曲 「群青」 

応援（１名）高橋宏資 

＊今回は同好会会長の宮崎が不参加となった

ため、上総副会長に総責任者となり参加して参

りました。 

 

 

 会長㊙ネタ帳より 

信太秀紀会員・会長 

みなさまこんにちは。 

一年間会長挨拶におつき

あいくださり誠にありがと

うございました。会長挨拶

用にとっておいたネタです

がどうしても使えなかった

ので、せっかくですから紹

介いたします。 

タイの正式名称 

「クルンテープマハナコーンアモーンラッタナ

コーシン・マヒンタラアユッタヤー・マハーディ

ロッカポップ・ノッパラッタナラーチャタニーブ

リーロム・ウドンラーチャニウチェットマハーサ

ターン・アモーンラピーンアワターンサティッ

ト・サッカタットティヤウィサヌカムプラシット」

です。意味は「イン神がウィッサヌカム神に命じ

ておつくりになった、神が権化としてお住まいに

なる、多くの大きな宮殿を持ち、九つの財宝のよ

うに楽しい王の都、最高にして偉大な地、イン神

の戦争のない平和な、イン神の不滅の宝石のよう

な偉大な天使の都」。 

南極と北極では風邪を引かないわけ 

あまりの寒さにウィルスが生存できないため。 

オシドリの夫婦の意味 

オシドリは毎年、交尾相手が代わる。夫婦でいる

期間が短く、冬になると群れで越冬するため、そ

の時期には夫婦関係（つがい）は解消されてしま

う。しかも、オスは交尾をしてメスが卵を温めは

じめると、どこかに遊びに行ってしまう。 

ダイエット 

めちゃくちゃ長く茹でた卵を食べても太らない。

しっかり固ゆでしたゆで卵は、消化が悪い食べ物

で、胃液がこれを分解するために莫大なエネルギ

ーが必要となる。そのエネルギーは、卵が持つカ

ロリー以上なので、太らないと言われている。 

以上です。何かのお役にたてれば幸いです。 
（新生運輸（株）代表取締役） 

【出席報告】 

夜間移動例会１００％ 

【Ｍ Ｕ】  

6/11：両ＲＣ新旧正副会長幹事会  

石毛君・宮内(龍)君・佐藤君・信太君 

島田君・田中君 

6/12：分区会長幹事会 宮内(龍)君・佐藤君 

信太君・島田君・杉山君・田中君  

6/13：ＲＡＣ最終例会 石毛君・丸山君 

宮内(秀)君・宮内(龍)君・大里君・坂本君 

佐藤君・信太君・内田君 

【ニコニコ】 

移動例会のためなし 

 

ニコニコ BOX ￥ ― 計 ￥ 528,000 

スモールコイン ￥  ― 計 ￥  63,551 

米山 BOX ￥  ― 計 ￥  60,033  

希望の風 ￥  ― 計 ￥ 404,671 

会 員 投 稿 欄 

次週のプログラム（６月２４日）  

 

「会長・幹事退任挨拶」 

 

 信太 秀紀会長 

田中 英子幹事 

お弁当：大新（幕の内） 


