
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２８６４号（２０１５年８月１９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 

 

「私の目に映った銚子と戦争」 

銚子市遺族会 丁子 源三郎様 

 

 

前回例会報告（８月５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： 

交換留学生  

飯田佳奈さん 

Andrew Scott DAVEY 君 

 

 

 

 

 

希望を持っている人は、希望を持っていない人

と比べて何が違うのでしょうか。統計分析からは、

いくつかの客観的な事実が明らかになっています。 

 まず希望の有無は年齢と密接な関係があります。

一般に若い人のほうが年配の人々より、現実見通

しのある希望を持ちやすい傾向があります。希望

の現実にとって何より重要なのは、時間です。時

間は若い人々に、より多く与えられた貴重な資源

です。豊富な時間を生かして希望の実現に挑戦で

きることは本来、

若い人の特権で

す。にもかかわら

ず、若者たちが希

望を持てなくな

っていることは、

それだけ深刻な

問題なのです。 

希望は、高校卒の人よりも大学や専門学校を卒業

した人のほうが、持ちやすい傾向もあります。教

育を受けて知識や技能を身につければ、人生の選

択肢を増やし、希望の現実性を高めます。経済学

では教育や訓練で能力を高めることを人的資本へ

の投資と呼び、人的資本への投資は希望の現実に

深く関わっています。 

このたび行われた、ロータリー交換留学生の事業

は、佳奈さんとアンドリュー君と言う若い人的資

源に、我々ロータリアンが、彼らに資本を投じ、

彼らの人生の選択肢を増やし、彼らの希望に対す

る現実可能性を高めたと、いうことになるのでは

ないでしょうか。全ての人に高度な教育を受ける

機会が保証されるのは、社会に希望が広がるため

に大切なことです。まさに我らが誇る、織田パス

トガバナーが創設された「希望の風奨学金」は、

多くの若い人的資源に希望を与えるものでありま

す。 

 教育と並んで、健康であることも希望を持つた

めの大切な条件です。病気やケガなどで行動の範

囲が限定されていることは、希望を持つことに対

して大きな障害になります。高齢化社会になれば

なるほど、希望を持つ人の割合は自然と減少しま

す。高齢社会になって若い世代の割合が減り、高

齢で病気がちの人が増えれば、それだけ希望を持

会 長 挨 拶 
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てない人が増えるからです。 

 さらに、もう一つ希望にとって重要な要素があ

ります。仕事です。仕事をしていない人は、仕事

をしている人より明らかに希望が持ちにくくなり

ます。仕事によって希望の現実に必要な所得が得

られます。仕事を通じて自分のやりたかったこと

が実現することがあるからです。私たちロータリ

アンは、責任ある職業人として自分たちの会社や

お店を守り、多くの雇用を図り、皆の健康に留意

し、少しでも希望の持てる、明るい社会にするべ

く努力することが、責務であると考えます。 

 
 

第２回理事会 

 

議題１ 8月 9月 10月プログラムの件 …承認 

議題２ 2014-15年度決算案の件     …承認 

議題３ 2015-16年度予算案の件    …承認 

議題４ 両ｸﾗﾌﾞｽﾎﾟｰﾂ大会予算案の件   …承認 

議題５ 成田空港南 RC50周年の件    …承認 

議題６ ダバオ訪問の件         …承認 

議題 7 「ﾛｰﾀﾘｰを理解しよう」購入の件      

…承認 

議題 8  交換留学生歓送迎会決算案の件 …承認 

議題 9  倉庫事務書類保管の件     …承認 

議題 10例会場ﾛｰﾀﾘｰﾏｰｸ購入の件    …承認 

 

 

 

【週報拝受】銚子東 RC、鹿島臨海 RC 

1. 各ｸﾗﾌﾞ専用報告・登録 URLの送付とお願い 

2. 富津ｼﾃｨﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ例会場事務局変更のお知らせ 

3. ガバナーノミニー(2018-19 年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ)候補

者推薦のお願い 

4. ロータリーの友 より情報提供のお願い 

5. 公式訪問について諸事お知らせ 

6. 奉仕プロジェクト委員会セミナーのご案内 

7. ニュースレター「Tech Talk 2015 年 5 月」 

8. ロータリー財団の専門家グループ 

シニアコーディネーターからのお知らせ 

9. RYLAセミナーのご案内 

…以上、ガバナー事務所 

10. ﾛｰﾀｰｱｸﾄ地区合同勉強合宿のご案内 

…茂原ローターアクトクラブ  

11. ロータリーの友手引書拝受 

…一般社団法人ロータリーの友事務所 

12. 中央みどり公園プリフォンテーン選手のレリ

ーフ復元に係るセレモニー延期について 

…銚子市政策企画課 

 

 

【例会変更】 

成田空港南 RC 

8月 13日(木）定款により休会 

  27日(木）→28日（金）夜間移動例会納涼会 

点鐘 18時半  

旭 RC 

8月 14日(金）定款第 6条第 1節（C）により休会 

  28日(金）夜間例会 点鐘 6時半 黄鶴  

波崎 RC 

8月 13日(木) 定款第 6条第 1節（C）により休会 

 

 

 

◆誕生日おめでとうございます。 

島田 洋二郎会員(7月 30日) 

7月 30日、お産婆さんのお世話に

なり、自宅の二階でオギャーと生

まれてから 61年、早いものです。

5月に長女も嫁ぎ、神栖で働く 27

歳の次女がおりますが、家では女

房と二人のことが多くなりまし

た。仲良くしようと思います。 

 

小田島 國博会員(8月 3日) 

私も後期高齢者の仲間入りして、

1 年目の誕生日を迎え、孫が葛西

臨海水族館で買った鮪の泳ぐ絵

柄のネクタイをプレゼントされ、

感激しました。 

それを見る度に勇気が湧いてきます。一生鮪のよ

うに元気で自分の人生を泳ぎ切りたいと思います。

よろしくお願いします。 

 

岡根  清会員(8 月 3日) 

５０才の誕生日を迎えた時に、

人生の半分以上が過ぎたなと

感じました。その時から１７年

間、６７才という中途半端な年

令ですが、とりあえず７０才迄

頑張ってみようと思います。 

 

◆結婚記念日 

越川 信一会員(7 月 31日) 

◆創業記念日 

佐藤 直子会員(8 月 1日) 

灰谷 充史会員(8 月 1日) 

伊藤 浩一会員(8 月 3日) 

 

８月のロータリーレート 

124 円 

幹 事 報 告 

 

理 事 会 報 告 

 

会員の記念日 
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✧大ニコニコ 高瀬幸雄会員 

DAVEY、佳奈の歓送迎会に対し、

皆様のご協力に感謝申し上げま

す。おかげさまで無事任務を終

えることができました。 

 

✧金島 弘会員 

8 月は「会員増強・新クラブ結

成推進月間」です。毎月第 3 例

会終了後会員増強委員会を開

催していますので新入会員情

報がありましたら宜しくお願い致します。  

 

 

 

 

「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 

 
昨年 8月 10 日、

日本を出発し、

今年の 7 月 15

日に帰ってきま

した。 

私のこの一年間

は、言葉では言

い表せないほど

いろいろな体験

をした一年でした。数えきれないほどのたくさん

の人に出会い、新しい経験をし、たくさんの思い

出が作れました。 

カナダに行くその日、緊張と不安と楽しみという

複雑な気持ちで日本を出発しました。成田空港に

近づくにつれて私の表情は硬くなる一方で、いよ

いよ家族や友人等と離れなきゃいけない時、とて

も怖かった記憶があります。 

これからは、私一人でやらなきゃいけないんだと、

搭乗口に向かう窓越しで母親を見たときに思いま

した。本当は泣きたかったけど、そんな暇なんて

ありませんでした。もうここからは一人ですべて

やらなきゃいけないとの思いで頭の中がいっぱい

でした。 

サンフランシスコで乗り継ぎ目的地のバンクーバ

ーに到着しました。そこには私の最初のホストフ

ァミリーが迎えてくれていました。すべてが英語

で何を言っているのか全く判らなく不安でいっぱ

いでしたが、そのホストファミリーは大変親切で

安心して生活が出来ました。又、ホストファミリ

ーの家族四人も、私にとても親切にしてくれまし

た。 

到着後もゆっくりはしていられない状況でした。 

それは 3 日後に小さな旅行が待っていたからです。 

その旅行で Clemence というフランスからの留学

生と一緒に行動することになりました。まだこの

ときは 2 人の間で意思疎通を図ることはできませ

んでした。それから日にちがたち、学校かと思い

きや、その時期は先生方がストライキをしていた

ので結局、約一か月間は学校に行けませんでした。 

バンクーバー付近には私以外に 3 人の交換留学生

がいました。ベルギー、フランス、ブラジルから

でした。みんなでバンクーバーteamと呼んでいま

した。学校も始まらなく、みんな時間があったの

で学校が始まるまでの約一か月間、4 人でたくさ

んの所へ出掛けました。交換留学生は全員で 12人

いましたが、みんな同じ状況なので理解を深める

のに時間を必要としませんでした。全員と打ち解

けすぐに友達になりました。 

カナダでハロウィンも経験しました。その Party

のためにコスチュームを選んだりしたのが大変新

鮮で楽しい記憶になっています。そのあとみんな

でかぼちゃを使ってお面を作りました。又、クリ

スマスも楽しい記憶として残っています。 

クリスマスもバンクーバーteamでクリスマスライ

トを見に行きました。Black Fridayと言うのが有

り、これはほとんどのお店が４０～６０パーセン

ト Off という日です。そこは私の住んでいたとこ

ろから、電車で 10 分程度で BC 州の中で一番大き

い Shopping mall の中にありました。 

今年に入り、1 月に Whistler というスキー場で

Orienntationを行いました。もうこのときは留学

生全員が友達ではなく家族という感じでした。 

私たちはそこでロータリアンにお世話になりまし

た。そのロータリアンが私たちを見て言いました。 

この何十年たくさんの地区の交換留学生たちを見

てきたけど、こんなに仲が良くて誰一人いやな顔

をしていない、こんなに家族みたいな留学生を見

たのは初めてだといってくれました。私はその時

とてもうれしかったです。お互いが思いやってい

るんだなと感じました。 

フランスから来た Clemence はわたしと同じクラ

ブに来ていましたが、この友達とはほとんど毎日

一緒で、今は姉妹みたいな感じです。私たちの間

には、心と心が通じ合う何かがありました。言葉

が無くても目を見れば何を伝えたいのかわかると

きだってありました。私が寂しくて苦しかった時、

うれしくて喜んだ時、すべての時を一緒に過ごし

た友達でした。この時のホストファミリーには本

当にお世話になりました。この家族には、猫のべ

にーと犬のジェリーが居り私といつも一緒でした。 

ニコニコＢＯＸ 

 

卓  話 
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そこで私は、たくさん日本

食を作りホストファミリー

に喜んでもらえました。 

Canucks というバンクーバ

ーに有るアイスホッケーチ

ームの見学にも行きました。

本当にカナダ人はサッカー、野球、ラグビーより

も、アイスホッケーが好きな国だと思いました。 

私の所属するロータリークラブは、毎週水曜日、

朝の 7時から 8時までミーティングでした。 

最初のころは毎週水曜日は朝 6 時に起きなければ

いけなかったので少し苦労しましたが、慣れるに

したがってだんだん楽しみに変わっていきました。 

帰国する直前の最後の旅行を二週間かけて BC 州

を回ってきました。2 人の留学生はいけなかった

のですが、ほかの 10人の交換留学生が参加しまし

た。この Tripでは二度と体験できないようなこと

ばかりでした。大きな湖に行って８ｍ程のところ

からジャンプしたり、クジラウォッチングをした

り、自分たちでテントを張っての Camp を 10 日間

もしました。本当に言葉に表せないほどの体験を

しました。 

BC州に居た交換留学生たちとは、今では本当の

家族という思いがします。お互いがお互いを思い

やり、助け合いでした。本当に私はこの人たちに

出会えて幸せでした。この一年間は私の人生の中

で大事な大切な年になりました。今でも留学生と

連絡を取り合っていて、10月にフランス人の友達

が、12月にはブラジル人の友達が日本に来てくれ

ることになっています。 

日本ではわがままな私でしたが、家族の大切さ、

人に対する思いやり、そして感謝の気持ちなど語

学だけではない大切なことを多く学ばせて頂きま

した。 

こういう機会を私に与えてくれた、銚子ロータリ

ークラブの皆様を初め多くの関係者の方々に感謝

しています。 

本当に本当にありがとうございました。 

 

信太秀紀クラブ情報委員長 

早わかり「ロータリーの友」8月号 

今月号の表紙の写真は「ロータ

リー」と題され、第２７９０地

区八千代ロータリークラブ小村

昌三会員がパプアニューギニア

でスキューバダイビング中に撮

影したバラクーダ（カマスの仲

間、体長１メートル）の群の写真です。 

また「ロータリーとは」(P4)の記事によります

と、ロータリークラブの名前の由来は、当初、事

務所持ち周りで例会を開催したところからきて

います。そして日本のＲＣ会員数数は世界の平均

会員数を上回っていますが、女性会員の入会割合

は５．８％と最低レベルということです（P8）。

「ちょっと変わった例会の食事エピソード」

(P12)では、京成百貨店が例会場の水戸西ＲＣの

「北海道物産展」から調達される「和牛４種盛合

わせ弁当」や「焼蟹三昧弁当」等が紹介されてい

ます。是非御一読ください。 

 

【出席報告】 

会員総数４４名 

出席計算４１名 出席３３名 欠席８名  

出席率 80.49% 

欠 席：灰谷君・伊東君・栢尾君・越川君 

宮内榮君・大里君・猿田君・富永君 

【Ｍ Ｕ】 

8/8:財団セミナー 石毛君・髙木様 

8/12:サウスダバオ RC 

宮内(秀)君･宮内(龍)君･髙木君･高橋君 

 

【ニコニコ】 

 

ニコニコ BOX ￥ 18,000 計 ￥ 150,000 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥  10,507 

米山 BOX ￥  3,110 計 ￥   8,960 

希望の風 ￥ 30,000 計 ￥  60,000 

次週のプログラム（８月２６日） 

「会員増強・ 

新クラブ結成推進月間に因んで」 

   

第 2790 地区会員増強・退会防止委員会   

委員長 北原 俊彦様（千葉南 RC） 

委 員 小寺 真澄様（成田 RC） 

 

：大新（幕の内） 

委 員 会 報 告 

 


