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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 

「創立６０周年に向けて」 

島田洋二郎クラブ奉仕委員長 

 

 

 

前回例会報告（３月９日） 

点      鐘：宮内 龍雄会長 

ロータリーソング：我等の生業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビジター紹介： 

千葉科学大学ローターアクトクラブ 

会長 福留 哉太様（卓話者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。

この３月１１日で、東

日本大震災が発生して

からまる 5 年になりま

す。震災直後、私も銚

子ロータリークラブ有

志として、被災者のも

とに支援物資を届ける

ために現地に行ってま

いりました。仙台より目的地の女川町にゆく途

中の海岸線は、文字通り壊滅状態で、小さな港

や町は跡形もなく流され、信じられないような

山の上の樹木に漁船が引っかかっていました。

女川町では港の前の建物がすべて流され、３、

４階建のコンクリートのビルがまるで巨大な手

で引き抜き、投げ捨てた様にいく棟も転がって

いました。自然の力の大きさに改めて驚かされ

ました。最近テレビの映像で新しく完成した JR

女川駅が映っていましたが、５年も経っている

のに駅の周りはほとんど何も立っていない空地

ばかりが目立っていました。まだまだ復興には

多くの時間がかかると思います。１０００年に

一度の地震で東北地方は２万人近い犠牲者と多

くの財産を失いました。地震やそれによる津波

は自然災害で、私たちはそれを避けることはで

きません。今回の災害で福島第一原発の非常用

電源が喪失し、炉心を冷やす冷却水がストップ

して、水素爆発を起こし制御不能に陥り、メル

会 長 挨 拶 
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トダウンをおこし大気中に放射能が拡散されま

した。もし非常用電源が津波の被らない別の場

所に設置されていたら、炉心に冷却水を流すこ

とが出来、原子炉を制御出来たとおもいます。

今回の地震や津波による災害でも原子炉自体は

健全でした。電源が失われたことによりこの度

の悲劇が起こったと言えると思います。歴史に

「もし」は有りませんが、冷却水さえ流すこと

が出来ていたら、日本の原子力発電技術は世界

に認められ、高い評価を得て更なる発展をして

いたと思います。私は機械技術者として非常に

悔しい思いを感じています。しかし原子力とい

う技術は、人間の能力ではコントロール出来な

いという事実を、今回の災害で私たちに教えて

くれました。どんなに便利で高効率であっても

何か事が起きたらそれを制御できないのであれ

ば、技術とは言えません。私たちはもう一度、

原子力という技術を考えてみるべきだと思いま

す。会長挨拶を終わります。 

 

 

 

 

 

1. 2016-17 年度ロータリー公式名簿に掲載さ

れる情報について      …ＲＩ本部 

2. 4月母子の健康月間リソースのご案内 

3. 諸事お願い 

4. 地区野球リーグ参加のご

案内 

5. ｿｳﾙ国際大会日本人朝食

会中止のお知らせ 

6. 地区補助金申請書につい

て 

7. ﾛｰﾀｰｱｸﾄ第 44回地区年次大会のご案内 

…以上、ガバナー事務所 

8. ソウル国際大会に参加される皆さまへ 

9. 奨学生世話クラブ資料 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

10. 米山記念奨学生についての資料 

…地区米山記念奨学委員会 

11. 書き損じはがきお礼状 

…RAC地区幹事兼代表代行 藤波楓様 

12. 落成祝賀会のご案内 

…銚子商工信用組合 

13. 平成 28年春の全国交通安全運動実施要綱 

…銚子市交通安全都市推進協議会 

 

 

 

 

 

◆結婚記念日 

田中英子会員(3月 6日) 

◆創業記念日 

越川信一会員(3月４日) 

 

 

 

 
☆内田 修心会員 

本日、千葉科学大学ロータ

ーアクトクラブ福留会長が

卓話します。次年度地区の

ローターアクトクラブ代表

ですので 25分間卓話お願い

しております。よろしくお

願い致します。 

 

 

☆高瀬 幸雄会員 

飯田佳奈さんが無事 3月 5

日卒業致しました。ご協力

有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

「第 7 分ローターアクトの現状」 

千葉科学大学ローターアクトクラブ 

会長 福留 哉太様 

 

本日はローターアクト

クラブ（RAC）につい

て卓話をさせて頂きま

すが、始めに皆様にお

聞きしたいと思います

が、ローターアクトと

いう組織をご存知でし

ょうか。この質問をさ

せて頂き、銚子 RC 様方から知らないとの声が

上がってしまうと、自分が所属している千葉科

学大学 RAC はダメなクラブとなってしまうと

思います。この機会に、更に RAC について理解

していただければなと考えています。 

RAC では 18～30 歳までの青年男女によって

構成されるもので、その目的は「次世代を担う

会員の記念日 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

卓  話 

 

幹 事 報 告 
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人材の育成をする」ということであり、その中

で運営の規則や細則を設けて活動をしています。 

現在、千葉県・第 2790 地区にある RAC の数

は、館山・習志野中央・茂原・千葉科学・市原

中央の 5 クラブ存在しています。総メンバー数

は、約 35 名が所属しており、活動をしています。

普段はそれぞれのクラブにて活動をしています

が、2 ヵ月に 1 回代表者会議を開いたり、地区

内交流会として年に数回行事を行っています。

今年度は勉強合宿やサバゲー、運動会を開催し

てきました。今後の予定としては、4 月 16 日に

当地区で開かれる年次大会に向けての準備をし

ている段階で、自分も次年度地区代表として運

営の準備と次年度に向けての準備をしている段

階です。 

また、RAC というのはそれぞれ千葉科学では、

旭 RC・銚子東 RC・そして銚子 RC の 3 クラブ

から提唱して頂き、また助成金であったり RAC

の例会に参加して頂いたりと様々な場面でロー

タリアンの皆様にサポートをして頂いています。

今年度も RAC の活動に参加や協力をして頂く

ことや反対に RC の例会にも何度も参加させて

頂くなどして参りました。その為、多くの方に

千葉科学のことを気に掛けて頂いています。こ

れは本当に嬉しいことだと感じていますが、問

題点も多くあり、相談をさせて頂くことも多い

のが実態です。千葉科学だと、メンバーがあま

り参加できずに例会を行うことや新しい会員を

なかなか得ることが出来ないという問題点があ

ります。この 2 つの問題は千葉科学だけでなく、

千葉の RAC すべてに言えることです。また、そ

の事態を乗り越えるために各クラブだけでなく、

地区でも活動をしています。 

次年度、自分が地区代表を務めるということ

もあり、エレクトに決まってからの半年間に

様々な場所へ行き勉強をしてきました。また、

地区役員になったということもあり多くの課題

があることにも気付くこともありました。今年

度は、当地区の湯澤地区代表の体調が悪くなり

活動できなく、また先月、湯澤代表が逝去され

ました。そのため、今年度の当地区は不安定な

部分が多くあり、藤波幹事が代表代行として活

動し、山田直前代表にも広報の面や連絡などの

サポートをして頂き、また、千葉科学の米川が

地区会計として活動しており、協力し合い何と

か活動が出来ている状況でした。さらに、活動

が不安定になったクラブもあり、問題が多くあ

りました。自分としても次年度の役員が決まら

ずに、かなり悩んだりもした時期もありました。

ですが、現在では地区役員だけでなく、各クラ

ブが協力し合い年次大会へと向けて準備を進め

ることが出来るまでになり、少し改善してきて

いますが次年度の目標の 1 つだと感じます。 

次年度ついても少しお話させて頂くと、次年

度の地区役員を無事に決めることが出来、スケ

ジュールも少しずつ決定してきています。自分

と米川を含め、3 役全員が大学生という若い世

代のメンバーで活動する予定です。アクター内

で協力し合い活動できるのが一番いいことだと

は思いますが、次年度はとくにロータリアンの

皆様にご支援ご協力をして頂くことになると感

じています。ですので、その時にはご協力をお

願い致します。 

 

 

 

 

（内田修心RAC委員長から福留君へメッセージ） 

 

次年度地区代表として是

非福留君らしさを出して

ください。 

県内５クラブをすべて訪

問するとか千葉科学大学

内で仲間を増やすとかローターアクトそして銚

子を元気にするような今後の活躍を期待してい

ます。 

 

 

 

（丸山泰典地区ローターアクト委員から福留君へ

メッセージ） 
 

地区から千葉科学大学への

期待は大きいですので４月

からの会員勧誘活動に最大

限努力してください。 

館山、習志野中央ローター

アクトクラブへの応援もお

願いします。 
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米山奨学生世話クラブ 

カウンセラー：松本 恭一会員 

 

米山奨学生：金 秀斌（キム スビン）君 

（千葉科学大学） 

奨学期間：2016 年 4 月～2017 年 3 月 

 
 

職業奉仕について 

 

宮﨑 裕光会員 

ロータリーにはご存知の

四つのテストがあります。

1.真実かどうか 2.みんな

に公平か 3.好意と友情を

深めるか 4.みんなのため

になるかどうか、この四

つが職業奉仕を具体的に

表しているとされています。 

真実かどうか（本当かどうか）については、私

の職業である食品製造の分野で時々このような

ことが問題視されます。 

「誇大包装」「商品パッケージに書かれた文言

（不当表示）」「産地表示」等です。 

いずれも明確な線引きがなく企業、経営者のモ

ラルにかかわる問題です。 

企業は消費者の「これがほしい」を形にして製

品化しますが、中には誤解を招く文言で、度を

越してアピールしクレームに発展することもあ

ります。 

少し前には一流レストランでもメニューに書か

れた食材に偽装が指摘されました。 

それまでそれで通っていたので当事者に悪気は

なかったのかもしれませんが、こういうことが

四つのテストに鑑み、職業倫理が問われること

だと思います。 

私の自宅から高瀬会員の職場（山二電機さん）

が見えます。 

日曜祝祭日はお休みなのだと思いますがよく従

業員の出入りをよく目にします。取引先の無理

な要請で、相手先は休みの日でなければ工事が

できないこともあるのでしょう。 

こんな会社があればいいのに、これを地で言っ

ている会社だなと、職業奉仕ってこうゆうこと

だよなーと、いつも尊敬の目で見ています。 

まさに「みんなのためになるかどうか」「好意と

友情を深める」ことに結びつきますが、社会の

ニーズに応えることで無意識のうちに社会奉仕

をしているということでしょうか。 

職業奉仕について何か投稿するようとのことで

したが、私も職業を通じて社会に何かしら貢献

できればという意識はありますが、奉仕となる

と「奉仕」という言葉に何か違和感を覚えます。 

それにしてもロータリー歴もいつの間にか長く

なってきましたが、空っぽの頭で職業奉仕はな

かなか語れません。 

 

 

【出席報告】 

会員総数４３名 

出席計算４１名 出席２９名  

欠席１２名 出席率 70.73％ 

欠席：青野君・伊東君・栢尾君・越川君 

岡根君・大里君・猿田君・白濱君 

杉山君・遠山君・富永君・高橋宏明君 

 

【Ｍ Ｕ】 

3/10：京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ RC 杉山君 

 

【ニコニコ】 

 

ニコニコ BOX ￥ 3,000 計 ￥ 414,143 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥  44,285 

米山 BOX ￥ 2,950 計 ￥  46,188 

希望の風 ￥ ― 計 ￥ 259,200 

委嘱状伝達 

 

次週のプログラム（３月２３日） 

創立記念例会 

「５０周年を振り返り」 

 杉山 俊明会員 （2006-07 年度会長） 

 

 

お弁当：茂利戸家（鰻重） 

 

 

 

 


