
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２８６３号（２０１５年８月５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 

 

「一年間のカナダ留学を振り返り」 

 交換留学生 飯田佳奈さん 

 

前回例会報告（７月２９日） 

点      鐘：宮内 龍雄会長 

ロータリーソング：四つのテスト 

 

 

 

 

ビジター紹介：銚子東 RC 平野恭男様 

 

 

 

 

 

 

 

皆様こんにち

は。ここにお

集りの皆さん

の中で、貴方

の趣味はと、

聞かれたらす

ぐに、「はい私

の趣味は」と答えられる人は何人おられるでしょ

うか？私は「お前は多趣味だ」とよく言われます

が、自分自身では少しも多趣味だと思ったことは

有りません。ただ少し好きなことをやり過ぎてい

るかなと、少しは反省しています。好きな魚釣り

は、釣りに行く前に、道具や仕掛け、餌の用意、

天候のチェックをして、深夜 1 時に家を出て、4

時半出船、波の高さ 3ｍと言ったら、釣りどころ

では有りません。正午近くまで釣り糸を垂れ、2

時ごろ帰港、家に帰るのは大体 4 時ごろ、帰って

すぐに道具の手入れをして、そのあと釣った魚の

始末、たまに余計につれたら、魚をもらってくれ

る人に電話をして、魚を届けにいます。そのあと、

包丁を研いで魚をおろし、料理をします。もう大

変です。こんなきつい思いをして、お金と時間を

かけて釣りをするんだったら、何処か美味い料理

屋で気の利いた魚でも食ったほうが、余程利口だ

と何時も思いますが、あの日の出前の、何も無い

大海原で、200ｍの海底に錘を落とす瞬間の緊張感。 

そして、自分の釣った魚で飲むビールの美味さ、

まさしく「やめられまへんなぁ」であります。私

たちは毎日、生活に追われ、我を忘れて仕事をし

ています。1 週間、一生懸命に働いて、週末には

すべてを忘れて自分のすきなことをするのが私の

生きがいです。時々仕事をしながら、今週末はゴ

ルフの約束があると思うと、何とかこの仕事をう

まく今週中にまとめて、後ろ髪を引かれない様に

と頑張れます。あるゴルフ好きのサラリーマンが、

定年退職をしたとき、これで好きなゴルフが毎日

できると思い、退職金をはたいて、キャンピング

カーを購入し、全国に 3000か所以上あるゴルフ場

を出来うる限りプレーすると決意し、準備万端出

発しました。ところが彼は一週間もしないうちに

帰ってきてしまったそうです。毎日すきなことを

してもいいとなったら、それがどんなに好きなこ

とでも苦痛になってしまうと思います。アマチュ

アゴルファーとプロゴルファーの違いはお分かり

になると思います。読書でも、音楽鑑賞でも昼寝

でもいいと思います。仕事の以外の何かに夢中に

会 長 挨 拶 
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なることが必要ではないでしょうか。私はこの一

か月ほとんど、ロータリーづけです。今、あなた

の趣味はと聞かれたら「ロータリー」です。と答

えます。 

 

 

【週報拝受】八日市場 RC 

【活動計画書拝受】流山 RC・柏 RC 

1. 地区研修ﾘｰﾀﾞｰｾﾐﾅｰのお礼とｱﾝｹｰﾄ結果 

2. 2015年 8月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄのお知らせ   

１ドル＝１２４円 

3. 地区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｸﾗﾌﾞの相談窓口開設のご案内 

4. ﾛｰﾀﾘｰ財団ｾﾐﾅｰ資料送付と再度のご案内 

5. 申込期日延長のお知らせ 

（第 13回日韓親善会議） 

6. 第 49回ｲﾝﾀｰｱｸﾄ年次大会のご案内 

7. Windows10のｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞについて 

8. ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所・ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ事務所  

夏季休業のお知らせ8月10日(月)～16日(日) 

9. 財団室 NEWS 8月号 

10. 特別月間（8月）名称変更のご案内 

…以上、ガバナー事務所 

11. 普通寄付金申告用領収証の受付開始について

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

12. 第 41回関東近県中学生選抜野球大会の開催

についてのご案内    …銚子市体育協会 

13. 納涼盆踊り大会御礼状  …さざんか園 

14. 2015COM杯英語・日本語スピーチ大会後援の

お願い    …特定非営利活動法人 BeCOM 

【例会変更】 

八日市場 RC 

8 月 4日(火)定款第 5条第 1節により休会 

 

なし 

 

 

 

✧大ニコニコ 伊藤浩一会員 

次女が 7/18 結婚しました。

娘が 3 人片付き、一応親と

して安心しています。 

 

 

✧髙木浩一会員 

先日は、IM での地区奉仕プ

ロジェクト委員会の PR に

貴重な時間をいただき有難

うございました。次週 8 月

2 日は第 8 分区で PR 活動

です。頑張ります。 

  

 

「Ｉ・Ｍに参加して」 

青野 秀樹会員 
Ｉ Ｍ は intercity 

meetingの略になり、直

訳すれば「都市間の会議」

となります。 

2790 地区においては、

ガバナー補佐が主催し

て、分区内のクラブ全会

員を対象として開催されます。目的は、分区内ク

ラブ会員の知り合いを増やし、親睦を図ること、

ロータリー情報の知識の研修や社会的に注目され

ている事案について話し合いをすることにありま

す。ここでは、話し合いが中心で、提言や結論を

だすことは行いません。 

今回は、ガバナーがすべての分区で同じことを行

うようでありますので、ガバナー主催の勉強会の

ようでありました。内容についてはＲＩの歴史、

組織から地区についてまで講義され、すっかり復

習をした感がありました。クラブ情報委員会の資

料の一つとしてストックされたら良いと思いまし

た。本来の親睦を深めるＩＭは来年二月に行われ

ます。八日市場、旭、銚子東、銚子の四クラブが

集まり親睦を深める場は一年に一度のＩＭしかあ

りません。今回は銚子クラブでは 18名出席でした

が、次回は懇親会も開かれます。この数を上回る

よう理事の立場からもお願いいたします。 

さて、私はガバナーの話を聞いて新入会員オリエ

ンテーションを受けていたころを思い出しました。

入会する為には会員からの推薦が必要なこと、さ

らに理事会の承認を得たのち、全会員の同意が必

要であることの説明を受け、入会するには資格が

いると緊張したことを思い出しました。 

「ロータリーが理想とする奉仕の理想をあなたの

業界に広めていただくのに、クラブはあなたを最

適任者と認めたのです」 

初心に帰る良い会合でした。 

松本 恭一会員 
本年度第１回目の IM

は、２時間半の内１時

間半を櫻木英一郎ガバ

ナーの講演という形で

行われました。前半は、

RIと地区について、そ

して地区目標が「原点

を知り考える」である

ということ。そして後半は、その地区目標をガバ

ナー自身がまさに実行され、ロータリーとは何か、

歴史中心に話され、ご自身の考えを最後に述べら

会員の記念日 

 

幹 事 報 告 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

卓  話 
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れました。講演をお聞きし、印象に残った２点を

お話させていただきます。 

 まず１点目は前半の話しの中の「RIの最近の動

き」です。理論中心から実践中心へ、そして陰徳

の団体から認知される団体に変化してきていると

のこと。我クラブをみますと実践中心にはかなり

前から変わってきていると思われますが、認知さ

れる団体への変化は途上であると思います。陰徳

の方が何か心地好いかもしれませんが、時代は変

わってきています。会員拡大の観点からもクラブ、

活動をもっと知ってもらうことが重要だと感じま

す。それには HP 等で PR することも大切ですが、

まず我々自身が周りの人々にロータリーのこと、

活動内容など何気なく話していくことが重要だと

考えます。 

 ２点目は後半の話しの中で出てきた「ロータリ

ーをやさしく理解しよう」という言葉です。これ

は簡単な言葉ですが意外と大事ではないかと思い

ます。ロータリーの歴史、成立ち、組織等ある程

度知っておくことは必要です。又奉仕ということ

ばの意味を考えることも大事です。しかしそれは

だいたい何となく理解できていればよいのではな

いでしょうか。ロータリーは学問でなく又我々は

哲学者でもないのだから、理論ばかり考えている

と益々難解になってしまいます。自分なりの簡単

なロータリー感を持っていること、それで十分で

はないでしょうか。 

 最後に職業奉仕について一言。地区の職業奉仕

委員長の河原さんが言っておられました。職業奉

仕も難しくない、職業で稼がなければならないの

だが我々ロータリアンはどのように稼ぐか、それ

は「センスのよい稼ぎ方をする」ということでし

た。今後も、ロータリーをそしてその活動を身近

な人には気軽に話す、そして奉仕ということをベ

ースにロータリーを難しく考えないで自分なりの

ロータリー感をしっかり持つ。この２点を守って

行きたいと思います。 

櫻井 公恵会員 
年度初めの７月。地区会

員のみなさんに早期のう

ちに今年度の方針をお伝

えしたい、とのことで櫻

木ガバナーをお迎えして

の第７分区総勢８８名、

懇親会なしでのＩＭでし

た。櫻木ガバナーの基調講演のテーマは「ロータ

リーをやさしく理解する」ということで２部構成、

休憩を挟んでの９０分のご講演でした。 

櫻木ガバナー年度の地区行動目標は「原点を知

り、考える」です。私のように経験の浅い者には

基本の「き」を改めて知る貴重なお話でした。 

ラビンドランＲＩ会長の掲げる今年のテーマは

Be a gift to the world です。世界へのプレゼント

になろうと訳されるこのテーマ。みなさんはどの

ように解釈されるでしょう。私も帰宅後、ガバナ

ー月信の会長メッセージを読み返してみました。

「私たちの人生には、いつか終わりが訪れます。」

という言葉で始まるメッセージです。抜粋します。 

「ロータリーは、私たちの資質を引き出し、それ

を人生で生かす道を見つけてくれます。」 

「社会から享受するだけでなく、社会に貢献しま

しょう。」 

「ロータリーを通じて私たちは、いつまでも続く、

本物の何かを残すことができるでしょう」 

「私たちに与えられた時間は今です。この機会は

二度と訪れることはありません。世界へのプレゼ

ントになろう。」私たちそれぞれが言葉の意味を考

え、解釈し、実践できるこの１年であるよう、と

いうガバナーからのお話でした。 

 第２部はロータリーってなんだろう、という歴

史から見るお話でした。まずもって私たちが知る

べき「原点」のお話です。騙しあいの社会であっ

た 1905 年に、信頼のおける仲間と安心した取引

ができる会として発足したロータリー。その後解

釈の相違で数々の対立を経ての今、ということで、

このくだりを櫻木ガバナーは英文の和訳の解釈を

交えてお話くださりました。 

超我の奉仕とは Service above Self 

ここでサービスを奉仕という訳でなく例えばおも

てなしと捉えると、そこには相手にも喜びを、と

わかりやすくとらえることができます。私たちそ

れぞれが個人として営む日々の仕事、日常。いつ

も自分だけでなく相手のためにもなることを考え

て行動しよう、それがロータリアンとしての奉仕

なのです。ということばがストレートに伝わりま

した。ＩＭの最後の地区奉仕プロジェクト委員会

のみなさまからのＰＲタイムで、弊会の誇る高木

地区国際奉仕委員から、「各クラブの活動が一歩世

界へ踏み出せるように私たちは精一杯バックアッ

プし、支援します」という熱いメッセージが届け

られたことを報告し、私、ＩＭ３年生からの報告

といたします。 

 第 7分区Ｉ・Ｍ 7月 26日(日)点鐘 14 時  

銚子商工会議所 1階大ホール 
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7 月 29日(水)太陽の里 ６時～ 

交換留学生アンドリュー君の送別会および 

飯田佳奈さんの歓迎会が開催されました。 

宮内会長からアンドリュー君へ記念品（大漁旗）

贈呈 

 

 

 

 

 

 

 
             山田様 

 

 

 

 

 

 

 

           
  丸山様 

 
   飯田様 

 

 

 

 

 

 
 

宮﨑 裕光社会奉仕委員長 

７月３１日午

後４時より、

夏の交通安全

運動の一環で

「薄暮時街頭

監視活動」が

行われました。 

薄暮時とはい

えまだ陽も高

く非常に熱い中、１２名の参加者で街頭監視を行

いました。皆様お疲れ様でした。 

 
【出席報告】 

会員総数４４名 

出席計算４２名 出席３５名 欠席７名  

出席率 83.33% 

欠 席：伊東君・栢尾君・越川君・宮内榮君 

杉山君・富永君・植田君 

 

【Ｍ Ｕ】 

7/24:ＩＴセミナー 上総君 

7/26:第 7 分区Ｉ・Ｍ(18 名) 

青野君･金子君･金島君･上総君･小林君 

松本君・丸山君･宮内(秀)君･宮内(龍)君 

宮内(清)君･大里君･佐藤君･櫻井(公)君 

信太君･島田君･髙木君･高瀬君･高橋君 

7/28:銚子東 RC  杉山君 

7/31:薄暮時街頭指導(12 名)  

石毛君･金子君･金島君･上総君・松本君 

宮内(龍)君･宮内(清) 君･宮﨑君･岡根君 

大岩君･佐藤君･猿田君 

 

【ニコニコ】 

 

ニコニコ BOX ￥15,000 計 ￥ 132,000 

スモールコイン ￥ 3,757 計 ￥  10,507 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥   5,850 

希望の風 ￥ ― 計 ￥  30,000 

次週 8月 12日は休会です 

 

次回のプログラム（８月１９日） 

 

「少年の目に映った銚子と戦争」 

    丁子 源三郎様 

桔梗屋：（幕の内） 

交換留学生歓送迎会 

 

飯田佳奈さんと 

高瀬カウンセラー 

委員会報告 

 

アンドリュー君がお世話になった 

ホストファミリーの皆様 


