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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 

 

「地区研修・協議会に参加して」 

 

松本 恭一 次年度クラブ奉仕委員長  

佐藤 直子 次年度職業奉仕委員長 

金島  弘 次年度社会奉仕委員長 

髙木 浩一 次年度国際奉仕委員長 

田中 英子 次年度青少年奉仕委員長 

 

 

前回例会報告（４月２７日） 

点      鐘：島田洋二郎副会長 

ロータリーソング：四つのテスト 

 

 

ビジター紹介： 

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（卓話者） 

銚子東ＲＣ  宮内 幸雄様 

 

 

 

今日は、宮内会長が銚子商工信用組合・本店

新社屋のお披露目に銚子ロータリークラブを代

表してご招待頂き、公務で欠席となります。本

例会は副会長として会長の代理を務めさせて頂

きます。 

先週（4 月 20 日）クラブの例会を欠席し、新

千葉ロータリークラブの 50 周年記念式典へ出

席をさせて

頂きました。

新千葉 RC

は私共と同

じ く 千 葉

RC をスポ

ンサーとす

るクラブです。式典のなかでの雑談も含めてお

話をさせて頂きます。 

まず、新千葉 RC は会員数 50 名、地区では

28 番目、千葉市内では千葉南 RC についで 3 番

目に誕生したクラブです。 

 式典の会場は、京成千葉中央駅に隣接するホ

テル・ミラマーレの 6 階、とても広い会場です

が出席者が 285 名、台湾、韓国の友好クラブも

多数参加し、国際色豊かで華やかな式典、祝賀

会でした。 

 私が用意して頂いた席は、最前列のパストガ

バナーの右隣のテーブルで、隣が大原 RC 次年

度会長の平野一隆様でした。平野様は銚子の例

会にもお出でになったことも有り、地区でも面

識がありましたので楽しく過ごすことが出来た

のですが、いろいろお話をする中、分区の見直

しのことについても触れ、その経緯と、細かな

内容が書かれている第 6 分区の会長幹事会の資

会 長 挨 拶 
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料も見せて頂きました。 

2 月の例会の私の卓話の時にも一部触れさせ

て頂きましたが、今、地区は分区の区割りの見

直しの会議を行なっています。 

祝賀会の途中、休憩に行ったところに櫻木ガ

バナーと梶山幹事長がおられ、ガバナーからお

誘いを受け臨席させて頂きました。櫻木ガバナ

ーから「銚子の宮内会長には大変お世話になっ

ています。地区大会でも大活躍をして頂きまし

た。よろしくお伝えください」と、切り出され、

間をおかずに「島田さん、今、地区は分区につ

いての会議をしています」と言われたので、先

ほどまで大原の平野様とそのことについて話を

していたところでしたので驚きました。 

櫻木ガバナーからは、細かなところまでお話

を頂けませんでしたが、3 年をめどに結論を出

すとのことですので、次々年度の途中にはその

ようなお話が出てくる可能性があります。 

第 7 分区にも大きくかかわってくることですの 

で、この機会に皆様のお耳に入れさせて頂きま 

した。第 6 分区とも連絡を取り合うお約束をし 

てまいりましたが、今後、分区の会長幹事会で 

考えていかなければならないことだと思います。 

 

 

【週報拝受】成田空港南 RC 

1. 熊本地震被災地(D2720)か

らのお願い 

2. 2016年 5月ロータリーレート 1ドル＝110円 

…以上、ガバナー事務所 

3. 「地区研修・協議会」会長部会開催のご案内 

4. 「地区研修・協議会」幹事部会プログラム 

…ガバナーエレクト事務所 

5. 第 6回 RAC合同会議ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟﾌｫｰﾗﾑのご案内      

…地区青少年奉仕委員会 

6. ２０１６学年度の活動日程のお知らせ並びに

参考資料配布  …地区米山記念奨学委員会 

7. 御礼状         …市川シビック RC 

8. 銚子交通安全協会総会開催のご案内 

…銚子交通安全協会 

9. 創立８０周年記念式典のご案内 

…銚子商工会議所 

【例会変更】 

銚子東 RC 

５月３日(火)第６条第１節 Cにより休会（祝日） 

 ３１日(火)移動例会 創立記念例会のため  

銚子プラザホテル 

 

 

 

 

◆結婚記念日 

金子芳則会員(4月 21日) 

白濱龍興会員(4月 23日) 

 

◆入会記念日 

櫻井公恵会員(4月 24日) 

小田島國博会員(4月 25日) 

 

◆創業記念日 

信太秀紀会員（4月 25日） 

 

 

 

☆地区社会奉仕委員長 山下清俊様 

卓話、お招きいただき有難う

ございます。 

 

 

 

 

☆銚子東ＲＣ宮内幸雄様 

4 月 21 日の弊社開催イルカ

ウオッチング安全祈願式、新

社屋落成パーティに貴クラ

ブより宮内会長はじめ会員

各位の御出席を頂き、誠にあ

りがとうございました。今後共、地域の発展、

銚子観光の益々の発展に微力ながら寄与、努力

致す所存です。何卒よろしくお願い申し上げま

す。 

 

 

会員の記念日 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

幹 事 報 告 
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「社会奉仕活動を地区補助金で 

2 倍の規模に」 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このたびは社会奉仕活動についての卓話依頼

をいただきまして、ありがとうございます。今

期、地区社会奉仕委員会では、昨年８～９月に

地区内全クラブを対象に社会奉仕活動に関する

アンケートを実施しました。今回は、今後の社

会奉仕活動の参考になればと思い、集計結果か

ら見える社会奉仕活動のポイントを報告させて

いただきます。 

一言で申しますと、全くの新規事業はもちろ

んですが、継続事業でも何らかのブラッシュア

ップをすることで会員の関心が高まり、参加率

が 10～30％も高まるということです。これは、

こういう活動をすることが会員各位そしてクラ

ブの活性化につながったという証でもあります。

更には会員増強にも繋がっていくのではないで

しょうか？ 

そのために、クラブの資金的に厳しいなどの

状況があるのでしたら、まさに地区補助金を有

効活用することができます。平均的な社会事業

費で比較しますと、補助金を活用しない場合の

事業費は 12～15 万円であるのに対し、補助金

を活用した事業では 40～50 万円と約 3 倍の事

業規模となっています。 

銚子 RC 様は、次期の地区補助金を申請され

たと伺っております。内容はまさに継続事業で

ある「駅前花壇の花植え」を「駅前広場の改修」

にブラッシュアップされたということで、地区

の他クラブのお手本とも言えるのではないでし

ょうか？ 

次年度のこの事業「駅前広場の改修」の報告

を、是非とも地区ウエブサイトにもアップして

いただき、地区の他クラブの皆様の励みにして

いただければと存じます。 

最後に、「ロータリー希望の風奨学金」につい

て現状を報告させていただきます。奨学生は延

228 名（`15/6/30 現在）ですが、頭打ちです。

奨学金のことをご存知ない遺児（関係者）がい

卓  話 
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らっしゃると推察され、PR が必要です。一方、

現段階で 2034 年までに最終的に必要となる支

援総額約 10 億円に対し、2015 年までに寄付い

ただいた額が約 7 億円、現段階では約 3 億円が

不足です。2014-15 年度の寄付は国内 16 地区か

ら総額 76 万円が集まりました。ちなみに 2790

地区は 8 百万円で 4 番目に多い寄付額となって

います。これからも継続的なご支援をお願いい

たします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旭ＲＣ５５周年記念例会に於いて感謝状を頂き

ました。 

 

【出席報告】会員総数４１名 

出席計算３８名 出席１９名  

欠席１９名  出席率 50.00％ 

欠席：青野君・伊東君・金子君・金島君 

栢尾君・木曽君・越川君・宮内(秀)君 

岡根君・宮内(龍)君・大里君・櫻井(公)君 

猿田君・信太君・白濱君・杉山君・高瀬君 

高橋宏明君・富永君 

 

【Ｍ Ｕ】 

4/29：地区研修・協議会（参加 14 名） 

島田君・石毛君・松本君・櫻井(公)君・信太君 

宮内(龍)君・高橋宏資君・佐藤君・金島君・髙木君 

田中君・丸山君・上総君・大里君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ニコニコ】 

熊本地震義捐金 例会募金 ￥17,000 

ニコニコ BOX ￥ 4,000 計 ￥ 518,713 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥  52,496 

米山 BOX ￥ 1,900 計 ￥  53,145 

希望の風 ￥ ―    計 ￥ 283,200 

報   告 

 

次週のプログラム（５月１８日） 

「青少年に因んで」 

 高瀬 幸雄会員  

例会終了後、次年度クラブ協議会開催 

お弁当：喜多川（ちらし） 

 

 

 


