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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 

 

夜間移動例会 

「観月会」  
 

 

前回例会報告（９月１６日） 

点      鐘：宮内 龍雄会長 

ロータリーソング：      

それでこそロータリー 

 

 

ビジター紹介： 

ALT Amber Hemanson 様（卓話） 

 

 

 

 

 

 

 

皆様今日は。まず初めに、この度の大雨で、

被災された多くの方々に対し、お見舞いを申し

上げます。また、一日も早い、復旧をお祈り申

し上げます。被災地中心地の鬼怒川は常総市と

つくばみらい市の境界部を流れ、茨城県と千葉

県の境界部に達し、利根川と合流します。わが

町銚子市からは一時間半ほどで行くことが出来

ます。ほんの隣町といっても過言ではないと思

います。その昔、この地域は霞ヶ浦を中心とし

た「香取の海」とよばれた、広大な湿地帯でし

た。徳川家康が江戸に入ったときの利根川は現

在の東京湾に注いでいて、大雨が降る度に氾濫

を繰り返していました。そこで家康は「利根川

東遷事業」と呼ばれる河川改修工事を伊奈備前

守忠次に命じ、1594 年から 60 年の歳月をかけ

東京湾から銚子へと流れを変える大工事が行わ

れました。その時に鬼怒川は利根川の支流とさ

れ、その結果「香取の海」は土砂の堆積が急速

に進んで陸となり、現在のような水郷地帯を中

心とした肥沃な穀倉地帯が形成されたのです。

近年になり、人口の増加と共に核家族化が進み

それに伴い、都市部の地価が高騰しました。住

宅が欲しい人たちは、地価の高い都市中心部を

避け、地価の安い、郊外に家を作りました。さ

らに高度成長期には、今まで人が住んでいなか

った、湿地帯、や急傾斜地を造成し、住宅地と

しました。昨年、広島で発生した新興住宅地で

の大規模土砂災害も、昔は人が住んでいなかっ

た急傾斜地を無理やり、山を削って造成された

ものでした。亡くなった私の父は、土地を買う

のであれば、「一寸でも高い場所を買え、そして

会 長 挨 拶 
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その土地が昔どの様な場所であったかを調べ、

さらに一年間の季節を見てから、決めろ」とい

っていました。最近の色々な自然災害を見てい

ると、まさに亡き父の言っていたことの正しさ

が実感されます。自然災害は、何時も想定外で

起きます。「天災は忘れたころに、やって来る」 

私たちは、天の下に住んでいる以上はいつ自然

災害がやって来るかわかりません。災害に備え

ましょう。会長挨拶を終わります。 

 

 

 

【週報拝受】千倉 RC 

【活動計画書拝受】 

松戸東 RC、銚子東 RC 

1. 2015-16 年度会長賞補足

説明ｳｪﾋﾞﾅｰ(再送) 

2. ポリオ撲滅支援自転車

レースにちなむ DDF 寄贈のお願い 

3. フェローシップ交流会のご案内 

4. 地区大会ゴルフ組合せ実施要項のお知らせ 

5. 茂原ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ例会場変更のお知らせ 

6. 会員増強・退会防止委員会からの御礼とお

願い 

…以上、ガバナー事務所 

7. ハイライトよねやま １８６ 

…（公財）ロータリー米山記念奨学会 

 

 

 

◆誕生日おめでとうございます。 

白濱 龍興会員(9月 16日) 

 

 

 
宮内龍雄会長(右)と 

記念撮影 

 

◆結婚記念日 

佐藤 直子会員(9月 15日) 

 

 

✧白濱 龍興会員  

 

正真正銘の後期高齢者に

なりました。あと２５年、

日野原先生を見ならって

頑張りたいと思います。 

 

✧阿天坊 俊明会員 

銚商野球部は、９月１９日よ

り始まります秋季大会に出

場することになり、勝利し関

東大会に選ばれるように頑

張らせますので応援よろし

くお願いします。 

 
 

 

 

「なぜ ALTになりましたか？」 

 ALT  Amber Hemanson 様 

私はアンバーハーマンソンです。アメリカの

ノースダコタと言う州から来ました。今までに

3年間ぐらい日本に住んでいるけど、まだ上手

な日本語があまり書けなくて話せないですが、

もし変な日本語があったらすみません。一生懸

命頑張ったけどもう少し日本語を勉強した方が

いいと思います。 

ところで、最近英語の授業に外国人の先生が

増えています。その先生方は ALT と言います。

でも、ALT はどんな先生か分かりますか？たぶ

ん分からないと思います。ALT は Assistant 

Language Teacher の意味です。ALT は授業に入

って普通の英語を教えています。銚子には ALT

先生が３人です。千葉県にだいたい ALT 先生が

100 人ぐらいいると思います。それは、千葉県

だけじゃない、東京にも ALT の先生が最近増え

ています。日本では何千も ALT 先生がいます。

そして、どうして外国人の先生がいるのか？ 

なぜ日本に来たか？ 

ALT 先生が他の国の文化を教えてネーティブな

英語も教えています。ALT たちが生徒に色々な

こと教えています。それは授業に大事な先生だ

と思います。もしいなかったら、生徒が他のと

ころを学ばないと思います。そして、田舎のネ

ーティブスピーカーと話すことができません。

生徒が英語を勉強するけど、話さなかったら英

幹 事 報 告 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

卓  話 

 

会員の記念日 
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語を勉強する理由はあまりないと思います。 

それに、なぜ日本にきましたか？外国人には

色々な理由があると思います。たぶん一番人気

な理由は「私がアニメとか漫画が好きだから、

日本に行ってみたいです！」外国人が ALT にな

ったら、日本に来る夢が本物になります。私の

理由は私の生徒達が自分の自信をつけてほしい

です。留学した時に、たくさん大学生と話して

いつも同じことが聞きました。「私たちが７年間

ぐらい英語を勉強したけど全然話せません。」で

も、その大学生は英語を話すと思いますが、自

分に自信はあまりなかったから話せないように

なると思います。そして、私の目的は生徒に自

信をつけて欲しいです。その自信があったら、

何でもできると思います。 

 

JETプログラムは、「語学指導等を行う外国青

年招致事業」(The Japan Exchange and Teaching 

Programme)の略称で、地方自治体が総務省、外

務省、文部科学省及び一般財団法人自治体国際

化協会(CLAIR)の協力の下に実施しています。 

JET プログラムは主に海外の青年を招致し、

地方自治体、教育委員会及び全国の小・中学校

や高等学校で、国際交流の業務と外国語教育に

携わることにより、地域レベルでの草の根の国

際化を推進することを目的としています。国内

はもとより、世界各国から大規模な国際的人的

交流として高く評価されており、このプログラ

ムに係わる日本の各地域の人々と参加者が国際

的なネットワークをつくり、国際社会において

豊かな成果を実らせることが期待されていま

す。 

平成 27 年度に 29 年目を迎え、招致国は 4 ヵ国

から 43ヵ国に、参加者も 848人から 4,786人へ

と、事業は大きく発展してきています。また、

JETプログラム開始以来、65ヶ国から 6万 2,000

人以上が参加しています（右ページの図参照）。 

現在、47 都道府県と 20 政令指定都市を含む

約 1,000 の地方公共団体等（任用団体）が参加

者を受け入れています。事業主体は、地方自治

体ですが、要望があれば私立学校にも配置をし

ます。事業主体ごとの参加者の具体的な配置と

その活用については、知事又は市町村長等が自

主的に定める配置活用計画によっています。 

今後も、JET プログラム参加者が行う様々な

国際交流を通じ、各地域の活性化に大いに貢献

できるよう努めていきます。 

ＪＥＴプログラムホームページより

http://jetprogramme.org/ja/about-jet/ 

 

 
 

 

 

宮﨑 裕光社会奉仕委員長 

 

秋の交通安全運動のご案内 

出発式 9 月 18 日(金)16 時～ 

交通安全功労者として、松本

恭一前社会奉仕委員長が表彰

されます。 

 

薄暮時街頭監視 9 月 30 日(水)16 時～ 

銚子大橋交差点にて行います。ぜひご参加下さい。 

 

 

櫻井 公恵親睦活動委員長 

今年度、観月会を下記の通

り開催させて頂きます。ご

出席下さいますようお願い

申し上げます。                                   

日時：９月３０日(水) 

午後 ６: ３０～ ８: ３０ 

場所:太陽の里 

 

委 員 会 報 告 

 

http://jetprogramme.org/ja/about-jet/
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宮内 秀章青少年奉仕委員長 

千葉科学大学RACよりお知ら

せ致します。 

次年度地区代表として千葉科

学大学福留会長が決定いたし

ました。観月会で RAC より報

告させて頂きます。 

 

 

 

 

９月１６日例会終了後、第３回クラブ協議会が開

催され、各小委員長の発表がされました。 

 

 

クラブ協議会を進行する

宮内龍雄会長 

 
 

 

和やかにクラブ協議会を進め

る岡根清リーダー → 

 

 熱心な報告が続いたクラブ協議会 

 

             

← 

オブザーバーの灰谷会員

(右)と小林会員 

 

 

 
 

 

 

宮﨑裕光 社会奉仕委員長 

９月１８日（金）市役所市民プラザにおいて秋

の全国交通安全運動「出発式」が行われました

が、当日はあいにくの雨模様のため交通安全キ

ャンペーンの活動は警察の方々のみで行われま

した。 

出発式のセレモニーの中で交通安全功労者表彰

が有り、銚子ロータリークラブからは前社会奉

仕委員長の松本恭一会員（写真前列中央）が表

彰を受けました。 

尚、当日は当クラブから越川市長を含め６名の

会員参加をいただきました。 

お疲れ様でした。 
 

【出席報告】 

会員総数４４名 

出席計算４３名 出席３１名 欠席１２名  

出席率 72.09% 

欠 席：青野君・伊東君・鴨志田君・栢尾君 

越川君・宮内榮君・大岩君・大里君・杉山君 

遠山君・富永君・植田君 

 

【Ｍ Ｕ】 

9/15 銚子東 RC  大岩君 

9/18 交通安全出発式（6 名） 

金島君・越川君・松本君・宮内(清)君・宮﨑君 

大里君 

9/25 RAC 例会 丸山君・坂本君 

 

 

【ニコニコ】 

 

 

ニコニコ BOX ￥5,000 計 ￥ 209,800 

スモールコイン ￥2,800 計 ￥  18,908 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥  16,175 

希望の風 ￥ ― 計 ￥  90,000 

次週のプログラム（１０月７日） 

 

 「フィリピンダバオ交流予備調査」 

髙木 浩一会員 

 

お弁当：辰巳家（にぎり） 

第 3回クラブ協議会 

社会奉仕委員会報告 


