
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２８５９号（２０１５年７月８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 宮 内 龍 雄 

副会長 島 田 洋二郎 

幹 事 佐 藤 直 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   

2015～2016年度 ＲＩテーマ 

世界へのプレゼントになろう  

Be a gift to the world 

2015〜2016 ＲＩ会長 K．R．ラビンドラン 

 

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 櫻木英一郎 (千葉ＲＣ)  
広報・会報委員会 委員長 上総 泰茂 

副委員長 高瀬 幸雄 委員 阿天坊俊明・小田島國博 

 
 

、兒玉 英子  

今週のプログラム 

 

「五大奉仕委員長就任挨拶」 

 

クラブ奉仕委員会 島田洋二郎委員長 

職業奉仕委員会  松本 恭一委員長 

社会奉仕委員会  宮﨑 裕光委員長 

国際奉仕委員会  石毛  充委員長 

青少年奉仕委員会 宮内 秀章委員長 

 

 

前回例会報告（７月１日） 

点      鐘：宮内 龍雄会長 

国歌斉唱：君が代 

ロータリーソング：奉仕の理想 

ビジター紹介：銚子東 RC 宮川雅夫様 

 

 

 

皆様こんにちは、本日

より銚子ロータリーク

ラブ５９代目の会長を

拝命しました宮内です。

そして只今より１５～

１６年度がスタートい

たします。とうとうこの

日がやって来てしまっ

たという感じであります。時間だけは止めること

は出来ません。昨年、杉山指名委員会委員長より、

次年度のご指名を受け、とうとう私の順番が来た

かと思いましたが、なにも深く考えもせずに、銚

子ロータリークラブに在籍している以上は、お受

けするのが当然ではないかと思い、会長職をお受

けしました。当初は何とかなるだろう位の気持ち

でいましたが、今年度の委員会構成や事業計画の

立案や、また地区の各種のセミナーへの参加など

色々な行事の中で、会長職の重責が段々重くのし

かかって参りました。五月が過ぎ、六月になって

プレッシャーはピークになってきました。何をし

ていても此のことが頭から離れなくなり、食欲も

なくなった様に感じます。特に会長挨拶について

は、スピーチのプロである、信太パスト会長の後

では非常にやりずらいという気持ちで有ります。

何をお話したら良いのか、上手に話すにはどうし

たら良いのか、いまだに纏まりません。 

そこで私は、今までの人生経験やロータリーで学

んだことや楽しかったこと、何時も考えているこ

となどを率直に話すことにします。 

「だんだん良くなる、仏家の太鼓」という諺も有

ります。 

皆様におかれましては、どうぞロータリーの寛容

の精神で、この一年間、私の会長職をあたたかく

見守って頂ければ幸いと思います。纏まりません

が、第一回目の会長挨拶とさせて頂きます。有り

難うございました。 

新旧会長幹事バッジ交換 
 

会 長 挨 拶 
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 第 1 回理事会 

議題１ 委員会構成の件       …承認 

議題２ R財団寄付の件      …原案承認 

議題３ 例会日程の件       …原案承認 

議題４ 会費、各種負担金の件   …原案承認 

議題５ 取引先金融機関の件       …承認 

議題６ 誕生祝い品の件       …承認 

議題 7 交際費等の件      …原案承認 

議題 8 同好会、青少年団体補助金の件 

                   …原案承認 

議題 9  メーキャップ等の取り扱いの件 

…承認 花見例会については継続審議 

議題 10 関東近県野球大会の件   …承認 

議題 11 東 RCとの役割分担の件   …承認 

議題 12 クラブ活動計画書作成の件 …承認 

議題 13 ガバナー補佐訪問クラブ協議会の件 

…承認 10月 21 日(水) 

議題 14 ガバナー公式訪問クラブ協議会の件 

…承認 11月４日（水） 

議題 15 千葉科学大学留学生交流会決算案の件    

…原案承認 

議題 16 7月 8月 9月プログラムの件  

    …原案承認 

議題 17 英語日本語スピーチ大会後援の件 

…承認 例会場内で募金 

議題 18  I・Ｍ の件        

…承認 7月 26日(日)点鐘 14時商工会館大ホール 

議題 19  交換留学生歓送迎会の件 

7月 29日(水)開催、他詳細は継続審議 

議題 20 例会食事注文先の件 

…承認 （新規：入船・高浦） 

議題 21 会報投稿者への記念品の件 …否決 

 

 

【週報拝受】銚子東 RC、舘山 RC、波崎 RC 

鹿島臨海 RC、八日市場 RC 

1. 宇佐見ガバナー事務所閉鎖のご案内      

…直前ガバナー事務所 

2. ２０１５年７月のロータリーレート 

１ドル＝１２４円 

3. 第 13回 日韓親善会議開催のご案内 

4. ガバナー月信報告６月分データご報告の件 

5. 市原ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 事務所移転のお知らせ 

6. 松戸北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 例会場変更の件 

7. 寄付・認証ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの手引 2015-16年度版 

8. 会員増強ウェビナーのご案内 

…ガバナー事務所 

9. 平成 27年度千葉県「ダメ。ゼッタイ。」普及

運動及び国連支援募金運動の実施について 

…千葉県海匝健康福祉センター 

10. 平成 27 年夏の交通安全運動実施要綱送付に

ついて …銚子市交通安全都市推進協議会 

【例会変更】    

旭ＲＣ 

7月 17日（金）定款第 6条第 1節により休会 

  24日（金）→26日（日）Ｉ・Ｍに振替 

  31日（金）夜間例会 点鐘 18時半 黄鶴 

 

 

 

◆ 創業記念日  

阿天坊俊明会員(7 月１日) 

岡根  清会員(7 月 1 日) 

栢尾  茂会員(7 月 1 日) 

 

 

 

✧大ニコニコ 

信太秀紀直前会長・田中英子直前幹事 

昨晩は、慰労会を開催していただきまして誠にあ

りがとうございました。今後共よろしくお願いい

たします。大ニコニコです!! 

✧大ニコニコ 宮内龍雄会長 

微力では有りますが、本年度会長職ガンバリます

のでよろしくお願い致します。 

✧大ニコニコ 佐藤直子幹事 

本日より新年度が始まります。幹事として一生懸

命務めさせて頂きますのでどうぞ宜しくお願い

致します。 

✧杉山俊明会員 

昨日は慰労会を催して頂きありがとうございま

した。気持ち良く一年を締め括ることが出来まし

た。 

✧杉山俊明会員 

先週両ロータリーゴルフコンペ、ハンディに恵ま

れハンディ戦・ペリア戦共に準優勝することが出

来ました。 

✧髙木浩一会員 

昨年に引き続き地区の奉仕プロジェクト委員会

に出向致します。一年間地区、そしてクラブの為

頑張ります。 

✧高瀬幸雄会員 

新年度のスタートが丁度例会になり、縁起が良い

感じがします。 

✧丸山泰典会員 

本日より SAA をさせて頂きます。副 SAA 小林会

員に協力して頂き、また先輩 SAA 石毛会員にご

指導頂きながら、一生懸命つとめさせて頂きます

のでどうぞよろしくお願い致します。 

理 事 会 報 告 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

幹 事 報 告 

 

会員の記念日 
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＝会長就任挨拶＝   宮内 龍雄会長 

 

２０１５～１６

年度、銚子ロータ

リークラブ会長職

をお受けすること

に当たり、ご挨拶

を申し上げます。

未熟ものではあり

ますが、宜しくお

願い申し上げます。 

初めに、理事、役員、各小委員長、委員の皆様と

佐藤直子幹事に於かれましては、私のお願いを快

くお受けいただき、この場をお借りしまして、厚

く御礼を申し上げます。 

会長職をお受けして、この数か月の間、地区での

RLI（ロータリー・リーダーシップセミナー）や

PETS など色々な会合で、リーダーとしての研修

を受けてきました。しかしながらそんなに簡単に、

ロータリーにおけるリーダーシップが身に付く

訳がありません。リーダーシップとは何かを考え

てみました。 

1995 年、平成７年 1 月 17 日午前 5 時 46 分、阪

神淡路大震災が起きました。皆さん、その時の日

本の首相は誰だったか、ご存知ですか。あの眉毛

の太い村山さんです。震災直後のインタビューで

彼はマイクに向かって、「何しろ、この様な経験

は初めてのことなもんで」と言っていました。そ

れを見ていた私は、日本のリーダーがこんな発言

をしていいのかと吃驚してしまいました。3.11 の

東日大震災の時の首相も然りです。有事の時にい

かに強力なリーダーが必要か分かると思います。

また 1982 年 3 月に勃発した、イギリスとアルゼ

ンチンが戦った、フォークランド紛争の時の首相、

マーガレット・サッチャーは、「私が首相に選ば

れたとき、私はこの国で起きる全てのことに対し、

動ぜず、責任をもって対応することを神に誓った」

と言ったそうです。後にサッチャー元首相は「鉄

の女」と呼ばれたことはご存知だと思います。私

も自分の会社の中で起こる全てのことに対して、

何時も「郵便ポストが赤いのも、電信柱が高いの

も、みんな私の所為」と考えています。 

ロータリーにおけるリーダーシップと会社での

リーダーシップとは根本的に違うものだと思い

ます。片や給料を払い、利益を上げ、会社を維持

して行かなくてはなりません。ほとんど独裁者と

いってもいいと思います。ここにお集りの皆様は、

組織、団体のリーダーであり、指導的なお立場に

います。そんな皆様に対し、どの様なリーダーに

なればよいか、私はこの一年間、ロータリーにお

ける様々な活動において、五大奉仕委員会委員長、

各小委員会委員長、委員の皆様が自由にのびのび

と、活躍して頂けるよう会長としての立場をもっ

て、「心一つにして」をテーマに、活動していき

たいと思います。 

ここで、この一年間に於ける、二つの重点項目提

示させて頂きます。 

一つとして、クラブの更なる活性化を図る事であ

ります。 

我がクラブは他クラブから見ると、たくさんの有

意な活動をしていますが、それらの活動にすべて

の会員の皆様に積極的参加して頂きたいと考え

ています。特に入会三年未満の会員の皆さんには、

色々な行事や、活動を通じてロータリーの精神を

学んで頂きたいと思います。各委員長には、会員

皆様に積極的なお声掛けをお願いします。 

二つ目として、会員増強で有ります。会員増強な

くして、クラブの活性は無いと考えます。会員増

強委員長一人のお力では無く、クラブ会員全員で

取り組む必要であります。目標を定めず、一人で

も多くの新入会員の入会を図りたいと思います。

また次年度は創立 60 周年の記念の年でもありま

す。それらの行事がスムーズに行えるよう準備の

年度としていきたいと思います。 

最後になりますが、佐藤直子幹事と共に銚子ロ

ータリークラブの CEO として、15～16 年度の最

終日には、皆様と共に「奉仕の理想」と言う大き

な利益を得られることを祈念して、就任挨拶を終

わりたいと思います。ご清聴、有り難う御座いま

した。 

 

＝幹事就任挨拶＝   佐藤 直子幹事 

      

今年度、幹事を拝

命いたしました。ど

うぞ宜しくお願い

致します。ＲＣに入

会してから 3 年半

が経ちましたが、そ

の間に、ロータリー組織の成り立ちやその特徴、

また、銚子ＲＣ独特のしきたり等を少しずつでは

ありますが理解できるようになっては参りまし

たが、入会当初より色んな方から「幹事という立

場は、非常に会の運営にとっても重要な立ち位置

だ」と聞かされ続け、少なからず不安と焦りと重

責感をえております。 

今年度ＲＩ会長Ｋ．Ｒ．ラビンドラン氏のテーマ

“Ｂe a gift to the world” 

「世界へのプレゼントになろう」は、実に壮大で、

またある意味、抽象的なテーマとして私たちに投 

げかけられましたが、私たちロータリアンがこの

テーマをどう解釈し、また、どう捉えるかによっ

て、この一年の活動や行動が決定づけられること

になるかと思います。これはまた、個人としての
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活動テーマにもなりますが、幹事としての役割と

しては、会長の活動方針の下、会長の意向に沿い

ながら、クラブの円滑で効果的な運営を支えるべ

く尽力していきたいと存じます。 

最終例会では、同じ立場でご活躍された田中英

子幹事の退任挨拶を聞きながら、会長に寄り添い、

会長を惹立て、影の立役者として尽力された田中

幹事と同じように出来るかどうか、正直、ちょっ

ぴり心配になりましたが、自分の課題としては、

幹事としての自分の立ち位置を常に踏まえつつ、

自分の個性をも活かしながら、自分なりに幹事と

いう役に徹していけたらと思います。そして、こ

の一年をさらに有意義で活性化したものにして

いくように努めていきたいと存じます。 

そのためにも、幹事としての役割と責務を十分

認識し、ロータリーに対する知識を修得していく

努力を怠ることなく、未熟ながらも今年度のクラ

ブ運営に寄与していく所存ですので、会員の皆さ

ま方のご協力をお願いすると共に、ご指導・ご鞭

撻の程を宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 
髙木浩一会員 

地区ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会  

国際奉仕委員会委員 

 

 

 

 

 

丸山泰典会員 

地区青少年奉仕委員会  

ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員会委員  

 

 

 

 
 

信太秀紀クラブ情報委員長 
早わかり「ロータリーの友」 

７月号本年度のテーマは

「世界へのプレゼント」

（P7）です。「私たちがロ

ータリーを通じてささげる

ことは、いずれは自身へ

の贈り物になります。そし

て授けられたものを生か

して自らが『プレゼント』となることが大切です。『世界

へのプレゼントになろう』をテーマに活動していきまし

ょう。」と、 Ｋ. Ｒ. ラビンドラン RI 会長は呼びかけて

います。また、国内３４地区のガバナーの紹介もされ

ています（P２２～３９）。中でも第２７９０地区の櫻木ガ

バナーを紹介する記事は、「改革を行う！」という強

い信念にあふれています。また、中村博亘パストガバ

ナーは、「ロータリー文庫」（ｐ４４）に関する記事を寄

せています。ご存じない会員の方が多いようですが、

文庫ホームページのアクセス数は年間 17万件近くで、

収蔵する文献資料は 2 万 4,000 点以上です。ロータ

リーの資料を探す場合、ここを探してみるのが、一番

効率的でしょう。 
最後に俳壇の中に素晴らしい作品がありました。 

「初恋も卒業証書も筒の中」ロータリーファミリーの中

には才能のある高校生が多いようです。 
 

 

乾杯の挨拶は 

高橋会員 
 

 

 

      → 

今年度 SAA は 
丸山会員 

 

【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：青野君・伊東君・鴨志田君・栢尾君 

越川君・宮内榮君・坂本君・富永君 

 

【Ｍ Ｕ】 

なし 

 

【ニコニコ】 

 

ニコニコ BOX ￥48,000 計 ￥ 48,000 

スモールコイン ￥ 3,610 計 ￥  3,610 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 0  

希望の風 ￥ 30,000 計 ￥ 30,000 

委 員 会 報 告 

 

 

次回のプログラム（７月１５日） 

 

「出前教室に参加して」 

小林 昭弘会員 

 

お弁当ﾌﾗﾝｹｯﾄ：（洋食） 

委 嘱 状 伝 達 

 


