
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２８７１号（２０１５年１０月１４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 

 

米山奨学生卓話 

「日本とロータリーとの出会い」 

国際ロータリー第２７９０地区 

米山記念奨学委員会 副委員長 山崎浩一様 

米山奨学生   ピョー・サンディ・マウン様 

（千葉科学大学・銚子東 RC） 

 

 

前回例会報告（１０月７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：なし 

 

 

 

皆 さ ん 今

日は。今月

は ロ ー タ

リ ー の 経

済 と 地 域

社 会 の 発

展 月 間 で

有ります。 

日 本 語 の

“経済”の

語源は、中国の東晋時代の古典『抱朴子』にあ

る“経世済民”の記述にあると言われます。経

世済民とは、『世を治め、民を救う』という国家

統治の枢要を説いた慣用句ですが、群雄割拠の

乱世が繰り返された古代中国では『理想的な政

治』を意味するものとして使われた言葉です。 

しかし、現代でいう“経済(economy)”は、政治

と同一のものではありませんし、『理想的な経

済・道徳的な経済・正義実現の経済』といった

経世済民から導かれる道徳性（倫理性）を通常

含みません。 

“経済(economy)”とは、“お金・モノ（財）・サ

ービスを交換するシステム”のことで、法律や

商慣習といった一定のルールに従って行われる

お金とモノ、サービスのやり取りのことです。

私達は、働いて得た「所得」や今まで貯めてき

た「貯蓄」、投資して得た「利益」、定期的な不

動産所得や金融所得などから「お金」を手に入

れて、様々な商品やサービスを買って消費しま

す。 

ここで、一番重要なことは「法律や商慣習とい

った一定のルール」で有ります。どんなに社会

が進歩しても、物を売る側とそれを買う人の間

にあるのは「信用」と言う絶対的なルールです。

先日から大きく報道されている、世界でもトッ

プクラスの自動車メーカーのデータ偽装問題は、

私たち消費者に対する絶対的な裏切り行為であ

り、もっと極端に云えば、犯罪行為に当たると

言えます。消費者を満足させる為のものではな

く、自分たちの利益のみを追求した、全く利己

的なものです。私も小さな会社を経営していま

すが、会社を運営していくことは、綺麗ごとや、

理想だけでは運営してはいけません。時には言

い訳を言ったり、嘘をつきたくなることもあり

会 長 挨 拶 
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ます。そのような時、私がここで嘘を言ったら、

会社の責任者としての意義がなくなってしまう、

また会社の存続理由がなくなってしまうと思い、

辛うじて踏みとどまります。生産者である私も、

一消費者で有ります。 

私たちロータリアンには素晴らしいルールがあ

ります。それは「四つのテスト」です。会長挨

拶を終わります。 

 

 

第４回理事会 

議題１ 10月 11月 12月プログラムの件…承認 

議題２ 観月会決算案の件       …承認 

議題３ ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問ｸﾗﾌﾞ協議会の件       

…承認 10月 21日(水)例会終了後開催 

議題４ ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問ｸﾗﾌﾞ協議会、懇親会の件  

…承認 11月 4日(水) 

議題５ ﾀﾞﾊﾞｵ盲学校ﾁｬﾘﾃｨｺﾝｻｰﾄの件  …承認 

議題６事務局インターネット回線の件 …承認 

議題 7 会員名簿の件          …承認 

議題８ 台風 18号による洪水被害義捐金の件 

…承認 

議題９高橋新入会員候補者の件    …承認  

議題 10ジオパーク地区大会協賛の件  …承認 

 

 

 

銚子ＲＣ細則３条・第１節 

指名委員会設置の件…会長一任 

指名委員会委員（Ｐ会長・現会長・次年度会長） 

坂本委員長・高橋会員・上総会員・大里会員 

宮内榮会員・信太会員・宮内龍雄会長 

島田会員 

 

 

 

【週報拝受】銚子東 RC 

1. 「公式訪問質疑相談窓口

案内」の件 

2. ソウル国際大会での分科

会の提案書について 

3. ソウル国際大会登録のお

願い 

4. ロータリー文庫：リンクと資料寄贈のお願い 

5. ロータリー財団月間リソースのご案内 

6. ソウル国際大会登録方法について 

7. 世界ポリオデーの特別イベントのご案内 

8. 地区委員会主催のセミナー出席者について 

…以上、ガバナー事務所 

9. シンガポール訪日文化研修団送別会のご案内 

…千葉科学大学 

10. 平成２７年度銚洋祭開催のご案内 

…千葉県立銚子特別支援学校 

11. 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の開催について 

…銚子市政策企画部 

12. 日本ジオパーク関東地区大会（銚子大会）２０１５

へのご協賛のお願い 

…日本ジオパーク関東地区大会実行委員会 

【例会変更】 

銚子東 RC 

10月 20日(火)移動例会 房総半島方面 

11月 3日 (火)定款第 6条第 1節により休会（祝日） 

 

 

 

◆誕生日おめでとうございます。 

加瀬 貞治会員（9 月 21日） 

「誕生日めでたくもあり、め

でたくもなし」名のある方の

句ですが、共感を覚えるよう

になり久しくなります。大正

生まれと云うと、相当昔の人

間の感がありますが、昭和元年と云えば、当会の

皆様と同席しても良いのかなあとも思われます。

よろしくお願いします。 

 

◆誕生日おめでとうございます。 

坂本 尚史会員（10 月 7日） 

誕生日のお祝いを有難うござ

いました。 

今日で 69歳になりました。私

の場合は千葉科学大学での定

年が 69歳ですので、来年の３

月末日で定年となります。し

かし、嘱託教員としてあと２，３年は講義を続け

ることになりそうです。例会にも出席できると思

いますので、今後ともよろしくお願い致します。 

 

 

◆結婚記念日 

松本恭一会員(9月 19日) 

 

◆入会記念日 

宮内 榮会員(10月 3日) 

 

◆創業記念日 

堀米秀和会員(10月) 

 

 

次々年度役員指名の件 

 

理事会報告 

 

会員の記念日 

 

幹 事 報 告 
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✧髙木浩一会員 

本日卓話をさせていただき

ます。 

 

 

 

 

✧櫻井公恵会員 

すばらしい月の出も鑑賞

できた観月会となりまし

た。来年はぜひ多くの方に

喜んでいただければと思

います。皆様ありがとうご

ざいました。 

 

 

 

「フィリピンダバオ交流予備調査 」 

髙木 浩一国際奉仕副委員長 

ロータリー財団委員長の髙木です。フィリピ

ン・ダバオ視察報告をさせて頂きます。 

８月１１から１４日まで宮内龍雄会長を団長に、

高橋宏資米山記念奨学会委員長、宮内秀章青少

年奉仕委員長と私の４名でフィリピン・サウ

ス・ダバオロータリークラブの例会に合わせて

ミーティングと blind・school の現地調査に行

ってまいりました。昨年のチャリティ・－コン

サート後、子供たちがどう成長しているか？ま

た、ロータリーメンバーは変わりないか？１１

か月ぶりのダバオの地に降り立ったわけです。

Immigration を出ると横断幕を持ち、手を振る

ロータリーメン

バー。そして、

welcomeparty 本

当に毎回素晴ら

しいおもてなし

に感謝の気持ち

でいっぱいでし

た。翌１２日は、

例会に参加をさ

せて頂き、友好を

確かめ合えるこ

とができました。

例会終了後、本年

度の活動をどの

ように行うかミーティングを行い、その中で、

昨年チャリティ・コンサートを行なった反響で、

幾つかのライブの話も来ており、１ステージで

１日、２日分のお米が買える程度の収入ではあ

るけれど一歩一歩ゆっくり自立できる方向に前

進していることを実感しました。しかし、まだ

まだこれからであり、ミンダナオ島全島に周知

が必要だと考え、本年度もチャリティ・コンサ

ートを１１月２２日に行うことに決定を致しま

した。今年も行くのかと思われる方もいると思

いますが、この奉仕活動も４年度目に入り、こ

こに至るまでは紆余曲折がありました。皆さん

ご承知の通り１１－１２年度に地区で行われて

おりました WCS が廃止され１２－１３年度、大

里年度において、新補助金制度「未来の夢計画」

がスタートいたしました。この年度にサウスダ

バオ・ロータリークラブを紹介され、クラブメ

ンバーから今の経済状況が原因でブラインド・

スクールの支援が減り運営が非常に厳しい状況

なので、視察に来てほしいとのことがきっかけ

となり、有志４名（高橋宏資会員、宮内龍雄会

員、宮内秀章会員、金島弘会員）で３月に現地

を視察したわけです。ミンダナオ島では公共の

blind・school はなく私設の blind・school が

１校あるだけで、約

６０名の子供たち

が学んでいました。

この blind・school

は、１９８２年にド

イツ人により創設

され、当初は、ドイ

ツの企業が３００

万ペソ拠出しＮＧＯにより運営されておりまし

たが経済状況の悪化で、１５０万ペソに縮小さ

れ、国の援助はない状況で運営されており、そ

の他個人、企業、各種団体の寄付により、３０

０万ペソで運営されている。実際は年間１人あ

たり５万ペソの資金が必要である。その状況の

中でも blind・school では、教育の一環として、

音楽は大きな割合を占めており、子供達も音楽

に大変興味を持ち、演奏することを楽しんでい

ましたが、楽器は管楽器、弦楽器が１０本程度、

太鼓が１台でありました。卒業後の就職状況は、

マッサージ業と音楽関係の仕事についており、

楽器の数や種類が増えることにより、子供たち

が楽器に触れることや、演奏することができ、

目が不自由でも将来の生活が少しでも豊かにな

る一助になると信じ、また、雇用への道が更に

開かれるのではないかと考え、音楽教材として、

楽器と、点字楽譜を送ることに決定いたしまし

た。また、新補助金制度を使うことにより多く

の楽器が贈れると考え地区補助金を当年の５月

ニコニコＢＯＸ 

 

卓  話 
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に申請いたしました。補助金は、１３－１４年

度、宮内榮年度の８月末日に支給があり、楽器

を持ち９月２０日に blind・school 子供たちに

手渡すことができました。その時の光景は、今

でもまぶたに焼き付いており特に信太パスト会

長の「嵐を呼ぶセンセーショナルロータリーソ

ング」は忘れられない情景です。そして、昨年

１４－１５年度 信太年度に於いて、寄贈した

楽器を使ってのチャリティ・コンサートは映画

館を貸し切り、３００名を超す来場者があり、

当日まで励んできた演奏や歌の練習の成果を如

何なく発揮し誇らしささえ感じるコンサートで

した。大里年度で耕し、宮内榮年度で楽器の種

を巻き、信太年度で花が咲き、そして、本年度、

宮内龍雄年度で、実を実らせなくてはなりませ

ん。１１月２１日、２２日、２３日の３日間の

宮内龍雄会長を団長に石毛充国際奉仕委員長、

佐藤直子幹事、高橋宏資米山委員長、宮内秀章

青少年委員長、櫻井公恵親睦活動委員長、田中

英子会員、そして髙木の８名で実を実らせに行

ってまいります。 

 

 

 

 
小林昭弘会員 

２０１５－１６年度 

地区ＲＡＣ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」１０月号 

             

今月号の興味深い記事は

「ロータリーは例会から」

（P７）です。堺フェニ

ックス RC では出席委員

長が欠席者の欠席理由を発表することで出席率

は１０％アップしました。このことでクラブ全

体が明るく活気が出て、同好会の活動も盛んに

なったそうです。また弘前西 RC では黒ひげ「危

機一髪ゲーム」が例会中、各テーブルを回り全

員が樽の穴を刺していきます。黒ひげ君人形が

飛び出した人は、500 円を寄付する仕組みにな

っています。当たったらその日はついている日

だとかめでたい日だとか言って盛り上がってい

るそうです（P10）。そして東京セントラルパー

ク RC は３年前からニコニコ大賞なる表彰制度

を作り、毎月の最多額寄付者を表彰しています

（P１２）。いろいろな人が全員の前で会長に表

彰されています。わが銚子ロータリークラブに

もこれらの企画を取り入れてみたら面白いと思

います。 

 

【出席報告】 

会員総数４４名 

出席計算４０名 出席２６名 

欠席１４名  

出席率 65.00% 

欠 席：灰谷君・伊東君・鴨志田君・金島君 

栢尾君・越川君・宮内榮君・大岩君・大里君 

杉山君・高瀬君・富永君・植田君・内田君 

 

【Ｍ Ｕ】 

10/5：地区ゴルフ 

小林君・宮内(龍)君・大里君・杉山君・高瀬君 

10/9：分区会長幹事会 宮内(龍)君・佐藤君 

10/9：RAC 例会 丸山君・小林君・内田君 

 

【ニコニコ】 

ニコニコ BOX ￥14,000 計 ￥ 223,800 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥  18,908 

米山 BOX ￥ 3,400 計 ￥  19,575 

希望の風 ￥24,100 計 ￥ 114,100 

次週のプログラム（１０月２１日） 

 

ガバナー補佐訪問 

第 7分区 ガバナー補佐 黒田幸一様 

           （銚子東 RC） 

※例会終了後クラブ協議会開催 

 

お弁当：あぐり（幕の内） 

委 員 会 報 告 

 

委嘱状伝達 

 

 

 


