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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 

「地区内クラブの社会奉仕活動について」 

国際ロータリー第 2790 地区 

社会奉仕委員会 委員長 山下 清俊様 

（市川東ＲＣ） 

 

 

前回例会報告（４月２０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： 

千葉科学大学 庶務部 企画課 中島 資彦様 

 

 

 

 皆さん今日は。4 月は「母子の健康」の月間

であります。1990 年から 2010 年にかけて、5

歳未満の子供の死亡数は、全世界で 1,200 万人

から 760 万人に減少。しかし 760 万人という数

は、一日に約に 21,000 人の 5 歳未満の子供が死

亡していることになります。また一日に 800 人

の女性が、妊娠や出産に関連する事柄で命をお

としています。その死亡率は、貧困地域、教育

の普及率が低い地域で特に高くなっています。 

 国際ロータリーでは「母子の健康」に対して

教育やインフラ、衛生分野、ポリオ撲滅など様々

な活動をしています。その反面、世界でいま、1

年に 7800 万人、1 日に 20 万人、1 秒に 2.47 人

ずつ人口が増えています。このまま行けば、

2050 年には全世界の人口は 93 億人を超えると

見込まれています。先進国では 1 億人の増加で

とどまる一方で、途上国では 27 億人がふえると

予想されています。因みに一人の女性が生む子

供の数、出生率は一人当たり 7 人のニジェール

と言う国がトップで、日本は韓国、ドイツ、イ

タリアなどと同じ、1.4 人で 193 か国中 179 番

目に低い数字になっています。この稿を書くに

あたって、驚くべき統計の数字を目にしました。

日本で 0 歳児を保育園に預けると、ひと月当た

りの経費は 40～50 万円かかり、その 90％以上

会 長 挨 拶 
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を国や自治体が負担しています。年間 600 万円、

この金額で、貧しい国の子供たちを何人養うこ

とが出来るのか、先進国の人、ひとりに対して

いかに多くの経費を掛けているのか、逆に考え

れば先進国が、エネルギーや食料を大量に消費

し、独占していると言うことになります。この

様に豊かな国と、貧困に苦しむ国々との大きな

ギャップと矛盾は簡単に解消されません。この

差はさらに大きくなっていくものと思われます。

豊かな国にいる多くのロータリアンはこの問題

を認識し、多くの奉仕活動を行っています。今、

私たちは、奉仕はもちろんですが、もっと大事

なライフスタイルを見つめなおすことが必要と

思います。 

 

 

 

１）親睦旅行の件         …承認 

２）嵐の灯台再編集と出版配布の件  

…承認 東クラブと合同で 100 冊購入する 

３）熊本地震義捐金の件       

…承認 例会場で募金箱をまわす 

 

 

【週報拝受】旭 RC 

1. ロータリー財団の専門家グループ（Cadre） 

- Tech Talk 2016年 2月 

2. 速報：規定審議会 5日間まとめ 

3. 熊本地震 災害義捐金のお願い 

4. 5月連休休業のお知らせ 

…以上、ガバナー事務所 

5. 地区研修・協議会登録確認の件 

…ガバナーエレクト事務所 

6. 千葉科学大学おうえん協議会会費納入の 

お願いについて 

…千葉科学大学おうえん協議会 

【例会変更】 

小見川 RC 

4月 27日(水)鹿島臨海 RCとの合同例会 

点鐘 18時 春本 

5月 15日(日)～16日(月)親睦旅行のため 

  18日(水)休会 親睦旅行に振替 

  25日(水)休会→26日(木)第 8分区 4クラブ 

例会及び会員親睦ゴルフへ振替 

パレス大藤 点鐘１８時半 

 

 

 

◆結婚記念日 

加瀬貞治会員(4月 10日) 

大岩將道会員(4月 15日) 

 

◆創業記念日 

高橋宏明会員(4月 10日) 

高橋宏資会員(4月 17日) 

 

 

 

 

☆宮内 清次会員 

お蔭様で体調が回復しまし

た。 

 

 

 

 

☆金子 芳則会員 

本店の新築工事が順調にす

すみ 4/24 竣工式を迎えるこ

ととなりました。ご当地はじ

めての免震構造５Ｆ、津波避

難ビルの認定をいただく予

定です。5/9～3日間イベントが開催されますの

で建物見学にぜひお寄り下さい。 

 

☆髙木 浩一会員 

4 月 10 日行われた銚子・銚

子東ＲＣゴルフ大会で久し

ぶりに優勝することができ

ました。連覇狙うぞ！ 

 

 

会員の記念日 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

幹 事 報 告 

 

臨時理事会報告 
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☆丸山 泰典会員 

早いもので入会させて頂い

てから 3年が経ちました。

しかしながらいまだに分ら

ないことばかりですので、

今後ともご指導よろしくお

願い致します。 

 

 

 

「 新入会員卓話 」 

木曽  功会員 

 

皆様、はじめまして新入会員の木曽でござい

ます。私自身の自己紹介も兼ねてですがご挨拶

させて頂きたいと思います。 

 私、元々生まれは広島県で、尾道という港

町で生まれて小学生のときに隣の福山市、岡山

県の県境にあるのですが、そこで高校生まで暮

らしました。 

 そこから考えますと銚子は遠いところなので

すが、港町ということで郷里の尾道を思い出し

ますし、海が好きで食べ物も新鮮なのでとても

気に入っています。 

 私は大学を出て文部科学省へ入りまして大

学・中学校・小学校・医学教育関係・国際関係(特

にユネスコ)等と色々な仕事に携わってきまし

た。 

 文部科学省を退職した後、3 年間フランスの

パリでユネスコ大使を務め、帰国後は JR 東日

本の顧問と同時に内閣官房参与を務めることと

なりました。 

 今回、千葉科学大学の学長を受けるにあたっ

てどちらも退任し、大学を片手間にしないつも

りでしたが内閣官房参与の方をもう少し引き受

けて欲しいとの要請があり、今しばらくは兼務

になっております。 

 私のような元々学者出ではない学長は珍しい

と思います。ただ、大学のことは文部科学省で

勤めていたことがございますので千葉科学大学

に貢献できればと思っております。 

 千葉科学大学はまだ新しいですこれからどの

ようになっていくかは我々の努力次第だと思い

ますが、ご存知のとおり地方の大学は日本全国

で子供の数減って、大学にくる学生の確保が難

しいという厳しい状態にあります。 

 今後、頑張って学生を全国から一人でも多く

銚子に集めて質の高い教育を学生に教授し、100

年・200 年と続いて多くの卒業生を輩出して千

葉県、茨城県、あるいはこの地域に就職して住

んでもらう、千葉科学大学が銚子という町に貢

献できる大学になれればと思っております。 

 その為には地域の皆様方のご協力が不可欠を

なりますので今後とも何卒、よろしくお願い致

します。 

 

 

 

 

 

 

卓  話 
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米山奨学生カウンセラー 松本恭一会員 

 

４月１６日、船

橋において開

催された米山

奨学生のオリ

エンテーショ

ンに、千葉科学

大学の金秀ビ

ン君、担当教官

の小濱剛先生（右）と共に出席して参りました。

そしてその後に行われた宣誓式において、奨学

生として正式に決定いたしましたのでご報告致

します。 

とにかく好青年で優秀な金君ですが、その人

となりは６月８日に予定しています卓話にて十

分感じられることと存じます。期待してお待ち

下さい。クラブ会員の皆様、１年間よろしくお

願いいたします。 

 

櫻井公恵 親睦活動委員長 

15‐16 年度家族親睦旅行 

平成２８年５月２１日（土） 

行き先：「竜神の大吊橋 

国営ひたち海浜公園散策 

めんたいパーク工場見学」 

上記の通り実施したいと

存じますので、多数の皆様のご参加をお願い申

し上げます。 

 

 

 

 

2016 年５月のロータリーレート110 円 

 

 

【出席報告】 

会員総数４１名 

出席計算３８名 出席２８名  

欠席１０名  出席率 73.68％ 

欠席：伊東君・栢尾君・越川君・松本君 

岡根君・島田君・白濱君・杉山君 

富永君・高橋宏明君 

 

【Ｍ Ｕ】 

4/11：薄暮時街頭監視 宮内(秀)君  

4/20：新千葉 RC50 周年 島田君 

4/21：旭 RC55 周年記念例会 宮内(龍)君・佐藤君 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥14,000 計 ￥ 514,713 

スモールコイン ￥ 3,000 計 ￥  52,496 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥  51,245 

希望の風 ￥ ―    計 ￥ 283,200 

委員会報告 

 

次週５月 4 日の例会は休会です 

次回のプログラム（５月１１日） 

「地区研修・協議会に参加して」 

  次年度五大奉仕委員長 

 

お弁当：膳（幕の内） 

 

 

 

地区研修・協議会  

平成２８年４月２９日(金・祝） 

アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張 

登録開始 9 時 点鐘 10 時 

 

バスは 銚子体育館７時 

銚子駅丸通駐車場前７時１０分出発 

 

 


