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     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 

「会長・幹事就任挨拶」 

   宮 内 龍 雄 会長 

佐 藤 直 子 幹事 

 

前回例会報告（６月３０日） 

点      鐘：信太 秀紀会長 

ロータリーソング：「手に手つないで」 

ビジター紹介：第 7 分区ガバナー補佐  

杉山 俊明様 補佐幹事 島田洋二郎様 

銚子東ＲＣ（退任のご挨拶） 

 

会長 石井 哲也様 

幹事 石毛 園子様 

 

 

 

みなさまこんにちは。心の荷物を降ろすことは

大切なことです。心は目に見えません。悩みを持

つ人には共通点があるそうです。どうしても答え

を求めてしまうのです。例えば、私は病気になっ

た。「もう治らないだろう。」これは答えです。つ

まり、決めつけるのです。私はあの人と喧嘩した。

「私は悪くない、あの人が悪い。」これも決めつ

けです。答えを決めます。その中で私達は、これ

はいいこと悪いこと、これはメリットがある、メ

リットがない、というように境界線をつけて、自

分はどちらのグループにいるのかと位置を決め

ようとします。 

しかし、人生を生きる中で答えは一つもないの

です。そこで皆さんに最後にお願いしたいのは、

「自分自身に問う。」ということです。「問い」が

素晴らしいのは心の中にテーマが出来る事です。    

あの人と喧嘩をした。「なぜだろう、あの人とこ

れからどう接したら仲直りが出来るのかなあ。」

私は病気になった。「もう治らない。」ではなくて、

「じゃ、これからどういうことに気をつけていっ

たらいいのか。」と考えるのです。何か幸せにな

っていくきっかけを作るコツは、自分に問いかけ

てみることです。そして心の中にテーマを持つと

いうことです。 

学問という字も、学んで問いを持つと書きます、

皆さんどうぞ自分に問いつづける人になってく

ださい。心の中にテーマを持つ人になってくださ

い。１年間、私のつたない会長挨拶におつきあい

いただきまして本当にありがとうございました。

また大過なくクラブの運営ができましたのもひ

とえに会員の皆さんのご支援の賜物であります。

これからも銚子ロータリークラブの例会が会員

の皆様方にとりまして有意義なものであります

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、２０１４～１５年

会 長 挨 拶 
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度最後の会長挨拶とさせていただきます。ほんと

うにありがとうございました。 
 

 

 

【週報拝受】小見川ＲＣ、波崎ＲＣ、旭ＲＣ 

1. ニュースレター６月号 

2. 本月の退会防止について 

…ガバナー事務所 

3. IT広報公共イメージセミ

ナー出席者ご登録のお願

い 

4. 委嘱状拝受 

5. 次年度クラブ活動計画書郵送先 一部変更の

お知らせ 

6. 浦安ベイ RC、大多喜 RC クラブ役員情報変更

のお知らせ 

7. クラブ米山委員長セミナーのご案内 

…ガバナーエレクト事務所 

8. 御礼状拝受…大八木鷹次様 

 

 

 
 

誕生日記念日：猿田 正城会員（6 月 27 日） 

傘寿お祝いありがとうご

ざいます。入会して３０

年になります。ガバナー

補佐や地区の職業奉仕委

員長など貴重な経験をさ

せて頂きました。 

 

入会記念日：白濱 龍興会員（6 月 25 日） 

 

 
 

☆大ニコニコ 信太会長・田中英子幹事 

皆さん、1 年間ありがと

うございました。おかげ

様で会長幹事職を無事

つとめあげる事ができ

ました。皆様のご協力に

心から感謝します。大ニ

コニコです。 

 

☆大ニコニコ 猿田正城会員 

 

傘寿となりました。 

これからも健康に注意しながら 

奉仕活動を続けます。 

 

 

☆大ニコニコ 石毛 充会員 

 

一年間 SAA を努めさせてい

ただきありがとうございまし

た。 

 

 

 

☆銚子東 RC 石井哲也会長・石毛園子幹事 

 

銚子 RC の皆様 1 年間お世話

になりました。 

ありがとうございました。 

 

☆杉山俊明会員（左）島田洋二郎会員 

銚子クラブ、皆様のご

支援とご理解を頂き無

事ガバナー補佐並びに

ガバナー補佐幹事の職

務を務めさせて頂きま

した。 

☆青野秀樹会員 

 

信太会長・田中幹事 1 年間ご苦労

様でした。 

格調高い挨拶、大いに楽しみまし

た。 

 

☆上総泰茂会員 

先週の日曜日の父の日に思いが

けず次男からプレゼント（シャ

ツ）が届きました。最終例会に

やっと「にこにこ」が出来まし

た。 

 

☆宮内清次会員 

本年度の会報は本日が最終編集

になります。 

御協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

マルチプル・ポールハリス・フェロー 

信太秀紀会長（マルチ 1 回目） 

 

杉山俊明第７分区

ガバナー補佐（右） 

からマルチプル・ポ

ールハリス・フェロ

ー徽章を受ける信

太会長 

ニコニコ BOX 

表 彰 

会 員 の 記 念 日 

 

幹 事 報 告 
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＝ 会 長 退 任 挨 拶 ＝ 
信太 秀紀会長 

本年度、私が会長として最

も力を注ぎたかった事業は、

国際奉仕であります。平成

２６年９月１９日から９月

２１日まで、高木国際奉仕

委員長をはじめとする１１

名は３日間のフィリピン盲

学校支援プロジェクトのた

めにダバオに滞在しました。

日程の関係上、９月２０日にす

べての事業をこなさざるをえなかったわけです

が、この日はストリートチルドレンの炊き出しに

行った後、シネマックスという映画館を借り切っ

ての盲学校の生徒たちによる、「MUSIC  FROM 

THE HEART」コンサートへ向かいました。一年

前は、お世辞にも

上手とは言えな

かった彼らの演

奏は、飛躍的に上

達をしていまし

た。時には身体の

不自由な人のほ

うが健康な人の、

数倍強い意志で 

物事を成し遂げることがあります。３００名を超

すお客様の前で、その演奏は生き生きとして圧倒

的でした。支援してくれる皆さんに最高の演奏を

聞かせるのだという彼らの熱い想いが痛いほど

伝わってきました。そしてこの日のためにどれだ

けつらい練習に耐えてきたのか、と想いますと、

万感胸にこみ上げてくるものがありました。演奏

終了後も拍手は鳴りやまず、それはとりもなおさ

ず、目の見えない彼らが、人生で最も光り輝いた

瞬間でした。自信にあふれ、演奏する、彼らの姿

を見たとき、私は深い感動を抱くとともに、彼ら

を励ましに行ったはずなのに「僕らは目が見えな

くてもここまでできた。あなたはどうなんだ！も

っと頑張れるはずだ！」と反対に励まされている

気がして仕方がありませんでした。 

 そして、東日本大震災の際、被災地へ向けてい

ち早く１００名を超す医師団を派遣してくれた

フィリピン国に感謝の気持ちを込め、日本人とし

て、私たちも「花は咲く」を合唱させていただき

ました。また、「盲学校に支援を！」と呼びかけ

る高橋宏資パスト会長の英語のスピーチも万雷

の拍手に包まれました。盲学校の生徒やストリー

トチルドレンのように自分の人生が思い通りに

行かない若者にとって、ロータリアンとの出会い

が、人生に大きな変化をもたらすことになるので

あれば、私たちはもっともっと自信を持って国際

奉仕プロジェクトを推進するべきであります。 

そして、奉仕の現場に立ち会わない限り、真のロ

ータリーマジックを体感することは不可能であ

るということを私たちは肝に銘じなければなり

ません。帰国して、報告をさせていただきました

が、このときの３名（佐藤、高木、田中）の卓話

はどれも感動的で本年度私の最も印象に残る例

会の一つになりました。 

 職業奉仕委員会は「私の職業奉仕の実践」とい

うことで、職業奉仕の概念をわかりやすい内容で

理解してもらうという宮内秀章委員長の基本方

針をもとに、担当例会と５分間スピーチを企画し

ていただきました。ロータリーの金看板をより身

近に感じられた一年になりました。 

 社会奉仕委員会におかれましては「地域に最も

密着した委員会」という位置づけで一年間活動し

ていただきました。５月１３日に実施された薄暮

時交通安全街頭指導では、クラブから１８名とい

う多数の参加者があり、松本恭一委員長の活動の

成果が結実した瞬間でした。 

 クラブ奉仕委員会はまさにロータリーの根幹

をなす親睦を司る委員会ですが、おかげさまで観

月会や、６９名の参加者に恵まれたクリスマス家

族親睦会は大変な盛り上がりようでした。そのす

べてに大活躍をされた「佐藤直子と烏合の衆」の

皆さんに心から感謝申し上げる次第でございま

す。また家族親睦旅行は「北陸新幹線で行く金沢

の旅」という企画でしたが、一泊旅行にも関わら

ず１６名ものご参加をいただきました。ご協力ま

ことにありがとうございました。 

 佐藤直子委員長率いる青少年奉仕委員会では

丸山泰典ＲＡＣ委員長が地区内最大規模の千葉

科学大学ローターアクトクラブの質を高めるこ

とに成功し、見事にまとめあげてくれました。ま

た、高瀬幸雄青少年委員長におかれましては、カ

ナダとの青少年交換留学生プログラムに２年越

しでご尽力され、その功績は多大であります。心

から厚く御礼申し上げます。 

 最後になりましたが、例会のスムーズな進行に

毎週尽力された石毛充ＳＡＡ、そして一年間すべ

ての場面で、私の足りないところを補い、励まし

応援してくれた田中英子幹事に心から厚く御礼

申し上げます。 

これからも銚子ロータリークラブの活動が有

意義なものになりますことと、ますます品格あふ

れる会になりますことを心よりお祈り申し上げ

まして、会長退任挨拶とさせていただきます。一

年間ありがとうございました。 

 

（新生運輸（株）代表取締役） 

（ストリートチルドレンと） 
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＝ 幹 事 退 任 挨 拶 ＝ 
          田 中 英 子幹事  

 本年度、信太会長の

下、幹事という大役を

務めさせて頂きました。

幹事をやってみて初め

てわかるロータリーク

ラブのこと、その都度

勉強させて頂きながら

の、あっという間の１

年でした。 

 本年度の当クラブの活動と致しまして 1998-99

年度以来の交換留学生の受け入れや、フィリピン

・ダバオ盲学校の音楽祭への参加等、活動的な１

年となりました。 

 また、幹事という役職を通して、地区の皆様と

の情報交換の機会を与えられ、多少なりともロー

タリアンとしての自覚が芽生えたような気が致

します。 

 信太会長と会員の皆様のパイプ役となるべく

努力して参りましたが、至らなかったところばか

りが思い出され、振り返ると反省点の多い１年で

した。にもかかわらず、何とか乗り切ることがで

きましたのは、折に触れご助言下さいました方々

また、信太会長をはじめ、理事の皆様、事務局、

そして何より会員の皆様の寛容なお心とご協力

のおかげと、心より感謝しております。 

 私は幹事をお引き受けした時から、会長の素晴

らしい個性を打ち消すことなくサポートできた

らと思い、1年間務めて参りました。 

 というと聞こえはいいのですが、実際のところ

は、会長の個性を蓑に、だいぶ楽をさせて頂きま

した。例会などで、会員の皆様から「幹事大変だ

ね。がんばって！」とよく声をかけて頂きました

が、その言葉を耳にする度に、「大変ならいつで

も協力するよ。」と言われているような気がして、

とても励みになりました。 

 はっきり言って、年度が始まる半年前には、「

次年度」という冠付きの幹事がすでにはじまって

いるのです。よく「段取り八分に仕事二分」と言

いますが、まさしく半年前の準備期間内の段取り

で、次年度の方向性がほぼ決まっているというこ

と。そんなこともわからずに幹事を引き受けてし

まったということは、今考えればとても無謀だっ

たと猛省しております。きっと信太会長は私を選

んでしまった責任上、そこのところは着々とお一

人で準備なさったのではないでしょうか。 

 そんなわけで、本年度を車に例えるならば、前

輪駆動のＦＦ車。見た目の通り力強く信太会長が

前輪を動かし、後輪はただそれについていけばよ

かったので、皆様にはご心配頂ましたが、大変と

いうよりは、いろいろなことに参加させて頂き、

笑うことの多い楽しい一年でした。 

次年度は前輪を宮内龍雄会長が動かしていく

のはもちろんのこと、私よりも強力な助っ人、佐

藤直子幹事に後輪を動かして頂き、会長・幹事強

力なタッグの４ＷＤ車になって頂ければ、次年度

銚子ロータリークラブは尚一層活気にあふれる

一年になることは間違いないでしょう。 

最後の最後になってしまいましたが、信太会長

一年間お疲れ様でした。ロータリー経験の浅い、

未知数の私を幹事に抜擢して頂き、このような貴

重な経験をさせて頂きましたことを、この場をお

借り致しまして、心よりお礼申し上げます。 

次年度会長・幹事のご活躍と、銚子ロータリー

クラブの益々のご発展を心よりお祈り申し上げ

まして、私の退任挨拶とさせて頂きます。 

皆様、一年間本当にありがとうございました。 

 

（豊田商事㈱監査役） 

 

＠第７分区ガバナー補佐退任挨拶＠ 

 
杉 山 俊 明 様 

本日、退任挨拶をするに

当たり、最初にガバナー補

佐と云う機会を与えて頂い

た信太会長始め銚子クラブ

の皆様に厚く御礼を申し上

げます。皆様のご協力ご支

援により無事職務を務める

事が出来ました、 

 振り返れば、銚子クラブ

をはじめとして、分区内 4 クラブの皆様には公式

訪問、ＩＭ、親睦ゴルフ等々大変お世話になり、

これらの活動を通して私自身も大変勉強になり

ました。 

本年度、宇佐見ガバナーは地区ＤＬＰの構築、規

定審議会の見直し、各クラブの定款、諸規則の見

直し等を提唱し、原点回帰をテーマとしました。

この様な視点から各クラブを訪問し感じた事は、

各クラブ共にチャーターメンバーがいなくなっ

てからの世代交代の引き継ぎ、流れがうまく行っ
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ていない点が気にかかりました、今一度足元を見

直すことも必要な気がします。銚子クラブを始め

各クラブ共若い人材は豊富ですので、是非地区で

あるいはクラブで活躍の場を造って頂けたらと

思います。有り難うございました。 

 

（宗）一立山無衰院淨國寺 代表役員 

 

＠第７分区ガバナー補佐幹事退任挨拶＠ 

 

島田 洋二郎様 

 銚子ロータリークラブ

の皆様には、ホストクラ

ブとしてご協力を頂きま

したことに心より御礼申

し上げます。 

 杉山ガバナー補佐には

補佐の仕事に専念して頂

けるよう、諸事務、クラ

ブ間の連絡調整、諸行事

の準備、設営、報告等、

補佐の手を煩わせることの無いように心掛けて

きたつもりでおります。 

 各クラブの会長幹事は皆様個性的で、楽しく、

充実した一年でした。 

 長らく地区へも出向させて頂きましたが、それ

も今年で一区切りとなり、次年度の宮内龍雄会長

の指針に従い、準備に取り掛かりたいと考えてお

ります。 

 皆様におかれましては今後ともご指導のほど

よろしくお願い申し上げます。 

 

（有）テーラーシマダ代表社員） 

 

 

 

編集後記にかえて 
広報・会報委員会委員長 宮内清次 

今年度の会報は

2813 号から 2858 号

まで、一年４６回、

四ページを厳守し

ながら休刊する事

無く発行する事が

出来ました。ご協力

有難うございまし

た。 

さて、これまで会報は、①クラブは何時、何処

で何の目的で何の事業を展開したか。②会員はそ

の時、誰が、どの様に係ったか、いわばクラブの

行事を記憶記録することが主な役割であった。し

かしデジタル時代を迎えクラブはホームページ

を公開しました。そして世界へ瞬時に発信する様

になりました。ロータリークラブの存在が一般の

人々にあまり知られない現状を打開するため会

報は広報としての役割を見直される様になった。

つまりこれまでの記録という役割に加えてＰＲ

（宣伝）が要請されました。 

今年度試みとして記事には会員のクラブでの

役籍に加え、出身事業所、出身母体の役籍を記し

て社会的貢献を解かりやすくしました。新しい会

報のスタイルを模索する中で「会員投稿欄」を設

けて内容の充実を図りました。延べ 32 号の紙面

を飾ることが出来ました。丸山泰典、石毛充、高

瀬幸雄２、宮内秀章２、小田島國博、猿田正城２ 

小林昭弘３、坂本尚史、富永泰夏、桜井広和２ 

加瀬貞治、櫻井公恵、金子芳則、田中英子、灰谷

充史、宮内清次２、栢尾茂２、松本恭一、内田修

心、佐藤直子、鴨志田明人、宮内博（東ＲＣ）上

総泰茂、信太秀紀、ご協力有難うございました。 

拾年後、二十年後に会員はもとより他人が読ん

でも十分耐えうる編集内容に成って居ます。会報

は会員によって作られる。ホームページを更新す

るまでに会員から指摘を頂いた誤字、脱字は 28

件、文脈の修正が 4件、割愛（削除）した部分が

3 件でした。変換ミスによるものが多いが、最近

の例を上げておきます。準教授→准教授（正）街

灯指導→街頭指導（正）何れも全てホームページ

更新に間に合いました。クラブ会報は、地域社会

の人々がロータリークラブの活動を知る上で唯

一のツール（tool）です。広報としての役割は益々

増大すると思います。今年度のスタイルが次年度

に引き継がれデザインを進化していけば、結果と

して会員増強や経費削減に貢献できると思いま

す。因みに今年度の広報・会報委員会の経費は前

年対比３０％削減に成功しました。眼科に罹りな

がらの編集はキツいものがありましたが会員皆

さんのご協力と相まって河野久美子事務局員の

特段のご協力があって休刊する事なく四十六回

回無事発行する事が出来ました。改めて心から感

謝申し上げます。 

次年度の益々のご活躍を祈念して稿を終えます。 

（有）宮一畜産 会長 

 

 

灰谷充史親睦活動委員長 

今年度ガバナー補佐・補佐幹

事・会長幹事の慰労会および

次年度会長幹事激励会を６月

３０日（火）１８時半より茂

利戸家に於いて開催します。

皆様のご参加お待ちしており

ます。 

 

委員会報告 

会 員 投 稿 欄 
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松本恭一社会奉仕委員長 

社会を明るくする運動 

市内パレード 

日 時：７月４日(土)  

集 合：１３：４０ 

銚子市役所玄関前駐車場 

 市内大行進：１４：００～

皆さん奮ってご参加下さい。 

 

合唱同好会報告  

コーロ・ハモンテｲアーノ 上総泰茂会員 

6 月 6 日土曜日、函館で開催

された第 20 回全日本ロータ

リークラブ親睦合唱祭に銚

子ロータリークラブ合唱同

好会(コーロ・ハモンテｲアー

ノ)が一泊 2 日の日程で参加

してきました。 

坂本先生の指揮で岩瀬元会員の奥様がピアノ

伴奏、応援の高橋会員と総勢 15 名です。今回

は日程の関係でメンバー数名参加できません

でしたが 29 組 612 名参加の中、大舞台で日頃

の練習の成果を存分に発揮してきました。2 日

目は気候にも恵まれ観光組とゴルフ組に分か

れさわやかな函館を満喫してきました。 

 

 
６月３０日（火曜日）清川町「茂利戸家」で午後

６時３０分から親睦活動委員会の主催にて開催

されました。 

司会進行役は灰谷充史親

睦委員長（退任の杉山、島

田、信太、田中さん一年間

それぞれの御役目ご苦労

様でした。次年度の宮内、

佐藤さんを励まし今宵は

楽しみましょう） 

乾杯のご発声は猿田正城

パストガバナー補佐⇒⇒ 

（本年度のユニークな活

動有難うございました。次

年度に向け、ご活躍を祈念

して乾杯） 

 

 

杉山ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 

島田補佐幹事 

ご苦労様でした 

プレゼンターは 

（櫻井公恵会員

プレゼンタ

ー櫻井公恵

（左） 

灰谷充史  

（右） 

信太会長、田中幹事ご苦労様でした。 

宮内龍雄次年度会長

（左）佐藤直子幹事 

あと４時間で新年度を

迎えます、佐藤幹事共々

全力を尽くします。 

ご期待下さい。 

 

【出席報告】（金島弘 例会運営委員長） 

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：堀米君・伊東君栢

尾君・越川君・宮内榮君 

坂本君・富永君・植田君 

【Ｍ Ｕ】  

 6/21：地区青少年奉仕委員会 島田君 

6/23：銚子東 RC 金子君・岡根君・大岩君 

大里君・坂本君・高瀬君 

6/23：八日市場 RC 杉山君・島田君 

6/27：RAC 例会 丸山君・宮内(龍)君・内田君 

【ニコニコ】 

ニコニコ BOX ￥56,000 計 ￥ 640,000 

スモールコイン ￥  ― 計 ￥  66,451 

米山 BOX ￥ 3,400 計 ￥  63,433  

希望の風 ￥  ― 計 ￥ 404,671 

次週のプログラム（７月８日）  

「五大奉仕委員長就任挨拶」 

 島田洋二郎 クラブ奉仕委員長 

  松本 恭一 職業奉仕委員長 

宮﨑 裕光 社会奉仕委員長 

石毛  充 国際奉仕委員長 

宮内 秀章 青少年奉仕委員長 

お弁当：黄鶴（中華） 


