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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 

 

「漁業について」 

銚子市漁業協同組合 副組合長 和田 一夫様 

 

前回例会報告（１１月４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： 

国際ロータリー役員第 2790 地区 

15-16 年度ガバナー櫻木 英一郎様（千葉ＲＣ） 

地区青少年奉仕委員会 ＲＹＬＡ委員会 

委員   山谷 恒樹様（千葉ＲＣ） 

第 7 分区ガバナー補佐 

     黒田 幸一様（銚子東ＲＣ） 

補佐幹事 宮内  博様（銚子東ＲＣ） 

 

 

 

 
 

みなさんこ

んにちは。本

日は待ちに

待った、ガバ

ナー公式訪

問でありま

す。後ほど、

たっぷりと

ロータリー

についての、

様々なお話が櫻木ガバナーより直接聞かせて頂け

ます。そこで私が、下手なロータリーについてお

話しするよりも、ちょっと頭の体操をしたいと思

います。さて皆さん、「金袋着」は何と読みますか。

（もちろん 当て字です。）これは「うっとり」と

読みます。これは刀剣用語に「うっとり色絵」と

か「うっとり象嵌」という言葉が有ります。銅や

鉄などで作った刀の拵えの金具に金の薄板をはめ

込んだものを言います。うっとりする程美しいと

いうことですね。次は「切羽詰まる」です。切羽

とは刀の柄と鍔の間に挟んで、刀を固定する為の

金具です。これが鞘に詰まると刀が抜けなくなり

ます。非常時にこれが詰まると正に「切羽詰まる」

状態になる訳で有ります。次は「目貫」です。銀

座など人の良く集まる目立つ通りなど「目抜き通

り」と言いますね。そもそも「目貫」とは、刀身

と柄を固定する為に開けられた穴のことを「目貫

穴」と呼び、それを隠す為に、金や象牙などの飾

り物を付けます。柄の中央にあり、一番目立つ所

にあるため、「目抜き通り」となる訳であります。

まだまだ沢山あります。「しのぎを削る」「鍔迫り

会 長 挨 拶 

 

会長・幹事懇談会 （会議所会頭室）  
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合い」「太刀打ちできない」「鞘当て」「地金が出る」

など。最後に「とん、ちん、かん」です。普通、

刀を打つ時、師匠が手前にいて、向こう鎚の弟子

が二人います。三人の息が合って相鎚が合ってい

る場合（「相鎚を打つ」も、ここから来ている言葉

です）には「とん、てん、かん」となる訳ですが、

三人の息が合わずにタイミングがズレルと「とん、

ちん、かん」になってしまいます。この言葉は、

どこかに「とん、ちん、かん」な会長が居るとか、

あのガバナーは「とん、ちん、かん」だ、と言う

ように皆さん使っていますよね。以上で会長挨拶

を終わります。 

 

 

【週報拝受】銚子東ＲＣ、成田空港南ＲＣ 

1. ソウル国際大会旅行計画について 

2. ＲＹＬＡセミナー参加者へのお願い 

3. ＲＩ会長からのメッセージ 

4. 2015年 11月 ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ 1ドル＝120円 

5. 財団室 NEWS11月号 

6. 疾病予防と治療月間リソースのご案内 

…以上、ガバナー事務所 

第 36 回銚子市民バザール大会報告会の開催につ

いて …銚子市社会福祉協議会 

【例会変更】 

八日市場ＲＣ 

11月 3日(火)定款第 6条第 1節Ｃにより休会 

旭ＲＣ 

11月 27日(金)夜間例会 黄鶴 点鐘 6時半 

小見川ＲＣ 

11月 11日(水)ガバナー公式訪問 点鐘 12時半  

 

 

 

◆誕生日おめでとうございます 

上総 泰茂会員(11月 3日) 
気持ちと裏腹に鏡、写真を見る

とやはり６３歳、なのにますま

す至らなさに気付くこの頃で

す。これからもよろしくお願い

いたします。 

11 月３日にリンリンクラブの

７０キロライドに参加し思わぬ誕生日にしていただ

きました。 

 

◆結婚記念日 

高橋 宏資会員(10月 31日) 

宮内  榮会員(11月 3日) 

灰谷 充史会員(11月 3日) 

 

◆入会記念日 

猿田 正城会員(10月 30日) 

◆創業記念日 

高瀬 幸雄会員(11月 1日) 

金子 芳則会員(11月 2日) 

 

 
 

✧宮内龍雄会長・佐藤直子幹事 

櫻木ガバナー、本日は遠

いところお越し頂き有

難うございます。ご指導

の程よろしくお願い致

します。 

   

✧金島 弘会員 

高橋宏明さんの入会を心

待ちにしていました。ロー

タリーを楽しんで下さい。 

 

 

 

 

 

 

高橋 宏明会員 

事業所：㈱高橋測量

設計事務所 

代表取締役 

職業分類：測量士 

所属委員会： 

親睦活動委員会 

 

 

 

 

国際ロータリー役員 第２７９０地区 

2015-16年度 ガバナー 櫻木 英一郎様 

（要約） 
ガバナーの役割とは 

（サンデｲエゴで８日間のガバナーエレクト研

修会を受けて考えたガバナーの役割とは） 

ガバナーは各

クラブの連合

会長のような

役ではなく RI

の会長から与

えられた役で

あり正確には

ロータリーの

管理役員といいます。（ノミネートされエレクト

会員の記念日 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

幹 事 報 告 

 

卓  話 

 

入 会 式 
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される）ガバナーの任命権、罷免権は RI の会長

にあります。（今期同期のガバナーが罷免され新

ガバナーが任命された経緯があります。）ガバナ

ーは国際ロータリー側の人間であり地区の統括

あるいは管理をまかされた人です。国際ロータ

リーが行政上の都合で決めた単位地域（538 の

地区）に派遣された管理者です。国際ロータリ

ーの推奨事項や方針、組織規程が守られている

かあるいは浸透させるのが役目です。 

 

活動計画書 

活動計画書には銚子ロータリークラブの事項

（歴史を含め）、地区のことＲＩの情報が盛り込

まれています。活動計画書を読むことが一番ロ

ータリーの勉強になりますので３回読んでくだ

さい。 

定款について 

①銚子クラブの定款は非常によく出来ています。

特に選択されなかった条項も記載されている点

がよい。（他クラブではほとんど出来ていませ

ん。） 

②組織規程は国際ロータリーが決めたものをそ

のまま用いなければなりません。（名前と住所を

除く）。最低限守るべきコンセプトは全世界同じ

です。従来型クラブ、インターネットクラブ（e

クラブ）、衛星クラブの 3 つの形態のクラブが同

じ定款を持つために選択肢を 3 つ設けましたが

横並びの同じコンセプトを持ちます。 

③認証状は国際ﾛｰﾀﾘｰから発行され RI 会長から

地区ガバナー、スポンサークラブから設立時の

会長へ届けられます。認証状には国際ロータリ

ーの定款と細則を順守すること、国際ロータリ

ーの加盟会員であることが記載されています。

ただ受け入れなければなりませんが選択が出来

ます。 

定款以外は推奨事項であり受け入れなければな

りませんが理事会の判断に委ねられます。各ロ

ータリークラブはまったくの独立のものではな

くロータリーという大きな流れの中で取捨選択

できる組織です。 

 

国際ロータリーの今の流れとガバナーの役割 

今国際ロータリーは今までの方針を変えようと

しています。決議 23-34 のおかげで安定した発

展を続けてこられましたが１９９２年のＲＩ会

長が今までバラバラだった方向をひとつの方向

へもっていこうと考えました。２００３年、２

００４年のアンケート調査によりロータリーの

認知度が極端に低いことがわかり（８割以上の

人が知らない）、そしてロータリーの会員増強の

調査の結果が２００９年にまとまり３本柱が決

まりました。戦略計画①ロータリーの活動を考

え直す。②人道的奉仕活動に焦点を当てる。③

ロータリーのブランド力を上げる。２００９年

の調査以降、メーキャップ、職業分類という言

葉がなくなりました。職業を持たなくても奉仕

活動などの活動内容によってロータリーに入会

出来ます。ＲＩの言ってくることは一応受け止

めてもらう必要がありますが、推奨事項は取捨

選択できます。今までのロータリーのままでは

衰退するのみなのでそれを止めるためにどうす

るかという大きな流れの中でＲＩが言ってきて

いることを各クラブに伝えるのが私のガバナー

としての役目です。 

 

 

ガバナー公式訪問第 5回クラブ協議会 

5 階例会場 13：40～ 

質疑応答 
                        

質問者：小林 昭弘会員 

（ロータリーを早く理解できる方法を教えてく

ださい。） 

 

研修が大事です。まず定款を勉強することが早

道です。定款は最低限の基本コンセプトです。

４条にロータリーの目的、５条に５大奉仕部門

というロータリーの基本概念があります。会員

資格の存続規定もあります。 

      

質問者：高橋 宏資会員 

（日本での親睦活動委員会と国際奉仕委員会の

中に入っていたフェローシップ委員会の違いは） 

 

国際奉仕委員会の中にロータリ－フェローシッ

プス（国を超えた趣味の活動グループ）があり

親睦と訳されました。結果親睦活動委員会とい

う名称になりました。原因と結果です。 

 

（手続要覧の中のロータリー章典の位置づけ

は？） 

 

ロータリー章典は４００ページほどあるロータ

リー決め事の過去からの資料でその抜粋が手続

要覧です。黄色いページは決め事で守るべきこ

とです。白いページは推奨事項です。 

 

（手続要覧の中で米山は他地区合同活動プログ

ラムとなっていますがその寄付の集め方はどの

ようにしますか？） 
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米山は普通寄付と特別寄付に分かれ普通寄付は

一人当たりでなくクラブとして寄付してくださ

いということです。その集め方はクラブにより

ますが一人当たりいくらというような方法にな

っています。特別寄付は会員の自発的な寄付で

両方とも人頭分担金ではなく強制ではありませ

ん。寄付は強制できるものではなく個人の自由

意志です。 

    

質問者：大岩 將道会員 

（長期入院の方、入退院を繰り返して出席でき

ない方の会費徴収は？営業所が他地区にできて

出席できない方の出席扱いは？） 

 

会費は定款でなくクラブ細則での決定でありク

ラブで自由裁量できる範囲です。例会免除、出

席率は定款に規定がありますが、理事会で決め

られる範囲でもあります。ただ長期欠席者でも

会員である以上ＲＩの人頭分担金は払うべきで

す。 

                            

質問者：石毛  充会員 

（銚子ロータリークラブの長所） 

一泊親睦旅行の開催をはじめとして親睦委員会

の企画がクラブの雰囲気を和やかにしています。 

先輩会員も暖かく接してくれ例会への取り組み

が無駄話などなく真摯です。委員長経験は参加

意識と勉強になります。 

 

その他（ガバナーから） 

サービスとは相手の立場になって話したり行動

することです。思いやりという言葉がロータリ

ーにとって一番大事だと思います。 

 

親睦委員会は仲間意識をクラブ内で醸成するの

がねらいです。（元々はフェローシップコミュニ

テｲ） 

 

 

例会見学は紹介すべきだが理事会を通す必要は

ありません。（公開例会もある。） 

ロータリーの公用語を日本語に直すのはロータ

リーの日本語課ですが意訳をせず直訳する決ま

りがあります。そのため言葉の違和感がある。

原語（英語）で考えてみることが必要です。 

 

（白濱会員） 

11 月 12 日に銚子を離れ

ることになりました。銚

子ロータリーの一員に

加えていただいて大変

感謝しております。ボー

リング大会で優勝した

り、ジャンケンポン大会

で優勝し思わぬ出費をしたり、研修旅行にも 2 年

続けて参加しました。2 年間の出席率は 100％で、

お祝いに頂いたボールペンは今でも大切に使って

おります。いろいろあった銚子での 5 年 6 か月で

したが、ロータリーの方々とのお付き合いが私の

癒しになりました。ありがとうございました。今

年度、来年の 6 月までは籍を置いておきたいと思

いますのでよろしくお願いします。もう少し千葉

県の医療に関わりたいと思います。 

新勤務先：青山会 平山病院（常勤顧問） 

〒 262−0046 千葉市花見川区花見川 1494−3 

TEL：043-259-4525 

 

【出席報告】 

会員総数４５名 

出席計算４０名 出席３０名 欠席１０名  

出席率 75.00% 

欠 席：伊東君・栢尾君・越川君・丸山君 

宮内榮君・宮内(秀)君・杉山君・富永君・

遠山君・植田君 

【Ｍ Ｕ】なし 

【ニコニコ】 

 

ニコニコ BOX ￥13,000 計 ￥ 265,800 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥  24,918 

米山 BOX ￥ 3,101 計 ￥  24,924 

希望の風 ￥29,100 計 ￥ 143,200 

次週のプログラム（１１月１８日） 

「ロータリー財団月間に因んで」 

 

髙木浩一Ｒ財団委員長 

            

お弁当：フランケット（洋食） 


