
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２８６０号（２０１５年７月１５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 

 

「出前教室に参加して」 

 

小林 昭弘会員 

 

前回例会報告（７月８日） 

点      鐘：宮内 龍雄会長 

ロータリーソング：我等の生業 

ビジター紹介： 

第 7 分区ガバナー補佐 黒田 幸一様 

補佐幹事 宮内  博様 

銚子東ＲＣ 会 長  藤﨑 一成様 

      幹 事  星野  隆様 

 

 

皆様こんにちは、新年度がスタートして第二回

目の例会となる訳でありますが、ロータリーには

特別月間（Special Months in Rotary）と呼ば

れている、月ごとに指定されたテーマが有ります。

例えば、来月 8 月は「会員増強・拡大月間

(MembershipAnd Extension Month）」、ロータリ

アン、クラブ、地区がロータリーの拡大と新会員

の勧誘に焦点を当てて活動する月間と有ります。9

月は「基本的教育と識字率向上月間（Literacy 

Month）」など、8 月から 6 月まですべての月に対

して、特別なテーマが設けられていて、活動指針

が明記されています。なぜこのような月間が設け

られているか調べて見ますと、「クラブだけではな

く、ロータリアン一人ひとりが、ロータリーの活

動に参加するよう強調するため、国際ロータリー

（RI）理事会が指定した月間」との事だそうです。

私には、何

だかよく意

味が分かり

ません。と

ころで、こ

の 7 月は何

の月間かご

存 知 で す

か？そうで

す。今月は「特別月間」の月間なのであります。

そこで私は、特別月間は何の月間であるか、調べ

てみました。まずは、手続要覧を見ましたが、何

の説明も有りません。続いて、（改訂第 3版 ロー

タリー情報マニュアル奉仕価格￥2,000 2010年刊）

を開いてみましたが、手続要覧と全く同じで有り

ました。次にインターネットのロータリーのホー

ムページにアクセスしてみました。そこで見つけ

たのが、さっきの「国際ロータリー理事会が指定

した月間」でしたが、７月についての特別なテー

マの説明はやはり有りませんでした。ということ

は、今月のテーマは無いとのことが結論で有りま

す。脳天気で、楽天家のクラブ会長としては、「今

月の月間テーマについて、何も話さなくてもよい

し、何もやらなくてよいとゆうことは非常に喜ば

しい」となります。そんなことを、調べながら、

何の約束もなく、釣りもいかない、ゴルフへも行

かない、雨の土曜日を、のんびりと書斎で過すの

は久し振りで実に好いものであります。 

 

 
 臨時理事会 

議題１ 交換留学生歓送迎会の件  …承認 

会 長 挨 拶 

 

理事会報告 
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【活動計画書拝受】舘山 RC 

1. 事務所開設のご案内 

2. 会員増強セミナー出席者ご登録のお願い 

3. 「クラブの相談窓口」ご案内 

4. 財団室ニュース 7月号 

5. 米山奨学生世話クラブ補助費送金ご案内 

6. ﾛｰﾀﾘｰ財団ｾﾐﾅｰ出席者ご登録のお願い 

7. RI公式推薦書式について 

8. 2015-16年度米山記念奨学会普通寄付金送金

のお願い 

9. バギオだより第 49号 

10. 第 14回ロータリー全国囲碁大会のご案内 

11. 第１回 RAC合同会議開催のご案内 

12. 地区大会記念ゴルフのご案内   

…以上、ガバナー事務所 

13. ﾛｰﾀﾘｰの友電子版のご案内     

…一般社団法人ロータリーの友事務所 

14. 希望の風奨学金への支援お礼状 

…ﾛｰﾀﾘｰ東日本大震災青少年支援連絡協議会 

13．アメリカ・ブラジル訪日文化研修団送別会に

ついて（ご案内）     …千葉科学大学 

14．IMのご案内 

…第 7分区ガバナー補佐黒田幸一様 

15. 中央みどり公園ﾌﾟﾘﾌｫﾝﾃｰﾝ選手のﾚﾘｰﾌ復元に 

係るセレモニー開催について           

…銚子市役所企画課 

【例会変更】    

旭 RC 

6 月 30日(金)定款第 6条第 1節により休会 

成田空港南 RC 

7 月 9日（木）夜間移動例会点鐘 17時半 田中商店 

 前会長幹事慰労会 

  23日(木)休会（20日海の日） 

  30日 IM点鐘 13時半横芝光町文化会館  

IM終了後移動例会 あづま庵 

千葉科学大学 RAC7月の例会日程 

7 月 10日(金)18時点鐘 

  24日(金)休会→17日 18時点鐘に振替 

波崎 RC 

7 月 16日(木)→15日(水)夜間移動例会  

ニュー鹿南 前会長・前幹事慰労会の為 

 

 

 

 

誕生日おめでとうございます。 

髙木 浩一会員(７月３日） 

 

 
 

◆入会記念日 

小林 昭弘会員(７月２日） 

松本 恭一会員(７月４日) 

高瀬 幸雄会員(７月６日） 

杉山 俊明会員(７月７日） 

坂本 尚史会員(７月７日) 

堀米 秀和会員(７月８日) 

◆創業記念日  

伊東 正博会員(7 月７日) 

 
 

 

✧黒田幸一ガバナー補佐・宮内博補佐幹事 

今年度地区と分区の橋渡しとして微力ながら努め

させて頂きます。宜しくお願いします。 

✧銚子東 RC 藤﨑一成会長・星野隆幹事 

銚子ロータリークラブの皆様、一年間ご指導の程

お願い申し上げます。 

✧大ニコニコ 五大奉仕委員長 

本年度一年間、宜しくお願いします。 

✧阿天坊俊明会員 

銚子商野球部は、７月１０日からの夏の甲子園予

選千葉大会に出場します。応援よろしくお願いし

ます。 

 

＝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 

本年度、クラブ奉仕委員長を

担当させて頂くことになりました。

よろしくお願い致します。 

皆さんすでにご存じだとは思

いますが、地区ではクラブ奉仕

委員会という名称は昨年度より

有りません。ＤＬＰによって組織

の再編が行われ、これまでのク

ラブ奉仕に該当するものとして「管理運営委員会」、

「広報・公共イメージ委員会」、「会員増強・退会防止

委員会」となっています。 

これまでの５大奉仕委員会の中で、その名称が残

っているのは、つい３年ほど前に新世代奉仕委員会

から名称を変えた青少年奉仕委員会だけとなってい

ます。職業奉仕委員会は奉仕プロジェクト委員会の中

に組み込まれています。地区内のクラブの中でもこれ

にならって組織を変えていくクラブも多いことは知って

います。 

織田さんがガバナーノミニーの時に、にＤＬＰに沿う

ものとしてのＣＬＰ(クラブリーダーシッププラン)というも

のをお聞きし、銚子ロータリークラブでもクラブ協議会

のスタイルを変えてＣＬＰについてテーブルディスカッ

ションを行なったのを覚えています。ＲＩとロータリー財

団の考え方もお聞きしました。 

ニコニコＢＯＸ 

 

会員の記念日 

 

幹 事 報 告 
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自分が入会させて頂いてから委員会組織の改編は

何度かありましたが、本年度、宮内龍雄会長は前年

度の委員会とその名称を踏襲されています。委員会

の活動はその年度によって内容が異なることはまった

くかまわないと思っていますが、クラブの委員会名とし

て管理運営委員会という名称は堅苦しいと思いますし、

会員増強委員会の下に退会防止が重ねられることも

イメージが良くないのではと、昨年度の公式訪問の時

にも宇佐見ガバナーに質問させて頂きました。ＲＩや

地区の方針を重要視することは大切ですが、クラブの

個性、独自性を失ってはいけないと思っています。 

最後になりますが、クラブ奉仕委員長を拝命したと

いうことは、次年度も視野に入れておかなければなり

ません。次年度は創立６０周年の年ですので、それに

向けて実行委員会の立ち上げのための準備委員会

を年度内に組織させて頂きたいと考えています。 

本年度、クラブ奉仕委員長として真面目に、そして楽

しみながら、その責任を果たせていけたらと思ってお

りますので、皆様には改めてご協力とご指導をお願い

申し上げまして就任挨拶に代えさせて頂きます。 

 

職業奉仕委員会   松本 恭一委員長 

 本年度職業奉仕委員会委員

長に就任するにあたり、一言ご

挨拶申し上げます。 

 まず、本年度の地区組織で

すが、社会奉仕委員会は奉仕

プロジェクト委員会に属するこ

とになりました。すなわち従来

の社会奉仕委員会、国際奉仕

委員会とともに３委員会が一緒になるということです。

この主旨は、社会奉仕も国際奉仕もロータリー独特の

職業奉仕の概念をベースに行っていこうということで

す。 

 さてその職業奉仕の概念とは何であろうか。正直私

にはよく理解できておりません。我々職業人は倫理道

徳基準を高く持って奉仕の精神で職業に励みましょう、

ということかと思いますが、それでしたらハイ分かりまし

た、そうしましょうで終わってしまう。「最も多く奉仕する

者最も多く報われる」という言葉にしても、世の中そん

なに単純にはできていないと思う。いろいろ疑問点も

でてきますが、ロータリーの職業奉仕という概念には

何かもっと深いものがあるのかも知れません。 

 ４月の研修協議会にて地区職業奉仕委員会委員長

の河原さん（佐原 RC）が次のようなことを言っておられ

ました。「職業奉仕はそれぞれの生き方の問題である。

十人十色で正解が無い。」これを聞き非常に楽になり

ました。この一年間せっかく委員長をやらせていただ

くのですから、自分自信の職業奉仕の概念を見つけ

たいですし、会員の皆様もそれぞれ勉強される中で、

情報提供、お役に立てる勉強の場を設けたいと思い

ます。どうか一年間よろしくお願い致します。 

社会奉仕委員会   宮﨑 裕光委員長 

 今年度社会奉仕委員会は地

域社会に貢献する活動を主に

活動して参ります。 

具体的には猿田委員長の「地

域環境保全委員会」活動計画

に沿った形で よく連携を図り

ながら行います。 

継続事情としては植樹の管理

（中央みどり公園の桜、青少年文化会館のソテツ、地

球の丸く見える丘展望館のアメリカンディエゴ、猿田

神社の桜、駅前花壇等）どうしてもこの委員会は継続

事業が中心となりますが、植物を植えておいて今年は

何か他のことをというわけにも参りません。 

私は 11～12 年度に社会奉仕委員会の委員長をやっ

ていましたが、この年も当初は今お話ししたような内容

のことを計画に掲げました。しかし、この年度東日本

大震災がおこり、計画になかった「牡鹿半島支援活動」

を事業活動に組み込み、他の委員会メンバー有志と

共に活動して参りました。平穏な 1 年であることを祈り

ますが、何か事があった場合社会奉仕委員会にふさ

わしい行動も求められると思います。 

 

国際奉仕委員会   石毛  充委員長 

本年度、国際奉仕委員長を

拝命いたしました石毛 充でご

ざいます。 

昨年度は SAA として例会の進

行を務めさせていただき、大変

勉強になりました。ありがとうご

ざいました。 

まず初めに、当委員会はロー

タリー財団と米山記念奨学会の 2 つの小委員会があ

ります。 

 ロータリー財団には高木浩一委員長、宮内清次副

委員長、青野秀樹会員、また米山記念奨学会では、

高橋宏資委員長、岡根清副委員長、堀米秀和会員、

と私にとっては大先輩がおいでになりますので、心強

い限りです。 

さて、今年度の当委員会の活動方針といたしまして

は、「世界の人々と豊かな国際交流をし、親睦を深め、

視野を広げ、世界平和を推進するために活動しよう」

ということといたしました。具体的な活動は今後の委員

会の中で皆さんのご協力を得ながら検討してまいりた

いと存じます。私も活動を通して、個人的にも世界観

を広げ、心豊かな国際人になれるよう努力していきた

いと思っております。また、活動計画としては、例年通

り千葉科学大学留学生への支援、奉仕プロジェクトセ

ミナー参加となります。社会奉仕、国際奉仕、職業奉

仕と３つの委員会の連携により活躍するプロジェクトで

あります。今後実践していくための事業を研究し、検

討する機会を多く作り、国際大会参加への推進をい
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たします。今回は韓国・ソウルで開催され成田空港よ

り約 2時間で着きます。今、テレビでも話題になってい

るウイルスの問題がありますので、その点を熟考しな

がら検討したいと思っております。以上を本年度の活

動方針と計画とさせていただきます。 

また、私は旧年度ミンダナオ島ダバオの盲学校の

チャリティーコンサートに参加させていただきました。 

その時の熱い思いが先週の会報での信太秀紀パスト

会長の「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きた。あなたはどうなのだ。もっ

とがんばれるはずだよ」と反対に励まされた気がした」

とのお話でよみがえりました。まさに、私も同じ思いで

した。感動でした。その思いが残っている時に、国際

奉仕委員長を拝命いたしました。この一年、委員長と

して今の自分に何ができるのか、よく考えながら、先

輩の方々のご指導をいただきながら模索してまいりた

いと存じます。がんばりますので、一年間よろしくお願

い申し上げます。 

 

青少年奉仕委員会  宮内 秀章委員長 

今年度、青少年奉仕委員会

委員長を努めさせて頂きます

宮内です。宜しくお願いいたし

ます。 

丁度６年前に青少年の小委員

長を努めさせて頂き、今回２回

目となります。当時は、４大奉

仕で社会奉仕委員会の中の

新世代育成委員会を担当させていただきました。今

年度は、当時を振り返りまして次世代を担う青少年の

育成のため、そしてロータリークラブとして出来ること

を積極的に活動していきたいと考えます。小委員会で

すが、青少年委員会、こちらも私が委員長を兼務させ

ていただきます。委員は田中英子前幹事、植田正義

会員であります。活動としまして、昨年度行われました

青少年交換留学について高瀬前委員長より、色々と

ご苦労されたことや、問題、反省点等を例会にてお話

し頂き次回のためにも皆さんと勉強したいと思います。

また、RYLA ですが今年は１１月１４日・１５日と一宮少

年自然の家でテーマ「チームワーク」ということで行わ

れます。他、関東近県野球大会、出前教室と例年通り

の活動を予定しております。つづいて、アクト委員会

ですが、メンバーは内田委員長、大里副委員長、丸

山会員とベテラン揃いであります。今まで以上にアクト

との活発な活動が出来ることと期待しております。 

最後に、今この時代素晴らしい出来事から、心の底か

ら傷つくような凶悪事件、良いことも悪いことも青少年

の関わる問題は多々あります。我々としても青少年育

成に真剣に考え取り組まなければならない時ではな

いでしょうか。是非、皆さんのご指導、ご協力を頂きま

して、青少年委員会１年間頑張って活動していきます

ので宜しくお願いいたします。 

 

 
 

米山記念奨学会より 

[第 20 回米山功労クラブ]

感謝状をいただきました。 

 

 

 

 
 

宮﨑社会奉仕委員長 

社会を明るくする運動パレード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【出席報告】 

会員総数４４名  出席計算４３名 

 出 席：３２名 欠席１１名 出席率 74.41% 

 欠 席：青野君・伊東君・鴨志田君・栢尾君 

越川君・丸山君・宮内榮君・大岩君 

坂本君・島田君・杉山君 

【Ｍ Ｕ】 

7/4：社会を明るくする運動パレード（11 名） 

石毛君・金島君・上総君・越川君・小林君 

松本君・宮内(清)君・宮﨑君・島田君・杉山君 

田中君 

7/6:銚子東 RC 堀米君・杉山君・大岩君 

 

【ニコニコ】 

 

ニコニコ BOX ￥28,000 計 ￥ 76,000 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥  3,610 

米山 BOX ￥ 3,200 計 ￥  3,200 

希望の風 ￥ ― 計 ￥ 30,000 

委員会報告 

 

 

次回のプログラム（７月２２日） 

 

「一年間の日本留学を振り返り」 

交換留学生 Andrew Scott DAVEY 君 

      高瀬 幸雄会員 

あぐり：（幕の内） 

表    彰 

 


