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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 

 

「青少年に因んで」 

高瀬 幸雄会員 

 

前回例会報告（５月１１日） 

点      鐘：宮内 龍雄会長 

国歌君が代斉唱 

ロータリーソング：奉仕の理想 

ビジター紹介： 

ボーイスカウト銚子第２団   磯野 博一様 

ボーイスカウト銚子第３団   押田 和彦様 

ガールスカウト千葉県第２１団大内 史枝様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山奨学生 金 秀斌様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。桜の季節も終

わり 5 月になりました。一年で一番

良い気候が 5月と言われています。

「春眠暁を覚えず」中国唐代の詩

人、孟浩然の有名な漢詩です。

「春の眠りは夜が明けたのも気が

つかないほど心地よく、うっかり寝

過ごしてしまう」と言った意味ですが、春は気候が良く

寝やすいと言うこともありますが、また日照時間が長く

なり始めていることもあり、同じ睡眠時間でも、目覚め

る頃にはすっかり明るくなっているということを意味し

ているのです。本当は朝寝ではなく夜の睡眠につい

て詠った詩だそうです。では、春の日中についウトウト

しやすくなるのは気のせいかというと、そういうわけで

はありません。春になると皮膚の表面血流量が増え、

交感神経系が活発になり、日中の活動量が増えると

いう生理現象が起きやすくなります。その結果、疲労

感やだるさが出やすく、夜はもちろん、昼間も強い眠

気に襲われることが増えるようです。また、入学、入社、

異動など、生活環境にもいろいろ変化がある時期な

ので、寝つきが悪くなったり、熟睡できなかったりして、

目覚ましが鳴っても「暁を覚えず」ということになりがち

です。それでは、正しく日々の睡眠をキープするには

どうすればよいか。それは、規則正しい睡眠生活を送

ることです。よく、平日が仕事で忙しく、思うように睡眠

がとれなくなると、休日に「寝貯め」を試みる人がいま

すが、そうしたからといって、頭や体がすっきり快調に

なるわけではありませんよね？ 人の体には体内時計

というものがあり、一定のリズムに合わせて生活をする

と、体はそれに合わせて順調に動いてくれるようになり

会 長 挨 拶 

 

助成金の交付 

4 月・5 月奨学金交付 
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ます。ですから、前日の就寝が遅くなっても、朝はい

つもと同じ時間に起床するのがベストです。眠くなる

時間は早いかもしれませんが、夜は体が睡眠を取り戻

そうと深い眠りを導き、体をしっかりと休めてくれるはず

です。 
私の場合は四十を過ぎてからほぼ毎朝、3時から 4時

ごろには起床しています。 

早く寝る時もありますが、どんなに遅く寝ても起きる時

間は変わりません。 

これが健康の秘けつかも。夜はほとんど酔っぱらって

何もせず寝てしまいますが、今の季節 4 時に明るくな

ります。朝刊来るまでの間、庭の草取りをしたり、床の

間の掛け軸を変えたり、刀を磨いたり、包丁を研いた

り、やることは沢山あります。皆さんも早起きをして健

康になりましょう。会長挨拶を終わります。 

 

 

第１１回定例理事会 

１）5月 6月 7月プログラムの件        …承認 

２）出前教室の件                 …承認 

３）地区出向者の件             …継続審議 

４）次年度クラブ協議会の件          …承認 

５）新旧クラブ協議会の件            …承認 

６）サウスダバオＲＣとの友好クラブの件…継続審議 

７）千葉科学大学留学生交流会の件     …承認 

８）クラブ細則改正の件             …承認 

９) 銚子商工会議所 80周年の件      …承認 

10) 木曽会員歓迎会・新入会員ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝの件 

…承認 

11) 岡根会員退会の件              …承認 

12）クールビズの件               …承認 

6月～9月ノーネクタイ・上着着用 

13）永澤新入候補者の件           …承認 

 

 

【週報拝受】 

波崎 RC、銚子東 RC、鹿島臨海 RC、流山 RC 

1. ロータリー親睦活動月間リソースのご案内 

2. 退会防止のお願い 

3. 財団室 NEWS 5月号 

…以上、ガバナー事務所 

4. 地区米山委員会地区研修協議会部会別資料 

差し替え     …ガバナーエレクト事務所 

5. 御礼状拝受       …旭ロータリークラブ 

【例会変更】 

八日市場 RC 

５月 24日(火)家族集会のため例会時間変更  

点鐘 18時 30分 柿岡屋 

旭ＲＣ 

5月 13日(金)→11日～12日移動例会  

栃木旅行に振替休会 

  27日(金)夜間例会点鐘 18時半 

 

 

◆結婚記念日 

木曽 功会員(5月 3日) 

伊藤浩一会員(5月 7日) 

富永泰夏会員(5月 9日) 

◆創業記念日 

杉山俊明会員(5月 1日) 

兒玉英子会員(5月 2日) 

石毛 充会員(5月 6日) 

 

 

☆櫻井 公恵会員 

早いもので入会して３年となりまし

た。 

親睦最後の大仕事「家族旅行」の

参加人数が少なくて泣きそうです。

皆様どうぞニコニコさせて下さい。 

 

 

 

「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  

午前中行われた約２時間の地

区協議会は青木ガバナーエレク

トの話しが中心でした。 
 RI会長エレクトの活動方針及び

テーマの説明、最優先取組事項

は「ポリオ完全撲滅」と「会員増強」

であること。そしてこれを受けた地区の指針は「感謝と

挑戦」であり、地区は元気なクラブ作りのお手伝いに徹

するということでした。 

 その後の RI 規定審議会の報告では、RC が今後大

きく変わっていく可能性があり注視していく必要を感じ

ました。 

 午後行われた協議会は、「管理運営統括部会」に出

席しました。会員増強・退会防止委員会、広報・公共

イメージ向上委員会、フェローシップ委員会の３委員

会から成り、それぞれサブリーダーからの説明があり

ました。会員増強は銚子 RC 規模ですと１名以上の純

増目標であること。広報の為に HP はもちろんですが

SNS 特に FB の利用促進を行うこと。女性会員を増や

すため地区で女性会員のお楽しみの会を開催するこ

と等の説明があり活発な意見も出ました。 

 最後に感想ですが、RI の規定審議会で今後 RC の

根本が大きく変わっていく可能性に注意していかなけ

ればならないこと、そして会員増強は毎年大きな話題

になりますが、退会防止の為に趣味の会や女性の会

を増やしていくのはいかがなものか、もっと根本的なこ

と（例えば例会の充実、事業の見直し）に目を向けて

いくべきであると感じました。 

会員の記念日 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

卓  話 

 

幹 事 報 告 

 

理事会報告 
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佐藤 直子次年度職業奉仕委員長 

次年度、職業奉仕委員長を拝命

し、地区研修・協議会に出席して

参りました。職業奉仕については

予てより非常に興味があり楽しみ

にしていましたが、今年度はＲＩの

意向により、先の規定審議会で、

「奉仕プロジェクト部会」と銘打ち、職業奉仕委員会・

社会奉仕委員会・国際奉仕委員会と３部会が一つの

プロジェクトとして一括りになり、さらには青少年奉仕

委員会に新たに学友会委員会が加わり、大小合わせ

て八つの委員会が統括された「奉仕プロジェクト統括

委員会」となり、少々拍子抜けしたというのが正直な感

想でした。（※これは新しい組織図を参照してください）

私がロータリーに入会させて頂いた当初より、「職業奉

仕はロータリーの金看板」であると耳にたこが出来るく

らい聞かされていたことや、シェルドンの「最もよく奉仕

する者は最も多く報われる」という「職業奉仕」におけ

る理念や思想が生まれた歴史などをよく理解したいと

いう思いもあり、今回のようなプロジェクトになったこと

に単純に疑問を覚えたからです。     

然しながら、其々の奉仕プロジェクトには、其々の

理念や思想が、ロータリーの長い歴史の中のその時

代のロータリアンの中で議論されながら培われてきた

ものであるから、その中で何をどう継承していくのかと

いうということを理解することが大事かと思います。また

特に「職業奉仕」という言葉が他の奉仕団体には無い

ことが最大の特徴であると思っていましたので、次年

度のＲＩ会長の方針を理解しながら、自単会での職業

奉仕委員会の活動をどのようにしていくかを今から考

えていきたいと思います。 

 そうは言うものの、恥ずかしながら、今回参加させて

頂いたことで、今まで漠然としか捉えていなかった「職

業奉仕」と「社会奉仕」の区別や考え方がクリアになっ

たことは一つの収穫でもありました。簡単に言ってしま

うと、「職業奉仕」と「社会奉仕」の違いは、「受益者が

誰であるか」ということで区別が出来ることを再確認し

た次第です。 

その奉仕活動によって、受益者が自分以外の地域

の人々、もしくは地域社会である場合、それは「社会

奉仕」。ですから、職業には無関係な奉仕であり、か

つ無償、もしくは他からの支援さえも受けることがある。

一方、「職業奉仕」は、飽くまでも職業を中心とした活

動を通して、自らが受益者であり、その事業において

高潔さと高い倫理観・道徳観を持って職業人としての

スキルを向上させていき、そのことにより若い人びとを

導き、特別なニーズを抱える人びとを助け、地域社会

や世界中の人びとの生活の質を高めていくことが「職

業奉仕」という考え方である。ということを意識しながら

次年度の活動計画を立てることが大事かと思いまし

た。 

最後に、今回のようなプロジェクトの変化や進化は、

今までもロータリーの長い歴史の中で色々な変遷を

経てきたことと思います。そういった知識を正しく修得

しながら、次年度、「職業奉仕」という言葉とその実践

を、クラブの皆さま方と共有し、また具現化していくか

ということをしっかり念頭に置きながら、自クラブの活

動に寄与していきたいと思います。次年度、職業奉仕

委員長として微力ながらも尽力して参りますので、併

せて、ご指導・ご鞭撻の程を宜しくお願い申し上げま

して、ご報告とさせて頂きます。 

金島  弘次年度社会奉仕委員長 

地区奉仕プロジェクト委員会は

「元気なクラブを目指して一歩踏

み出そう奉仕活動へ」を実行出来

るように地域社会の発展を目指し

て行います。 

地区補助金申請が受付されまし

たので、銚子駅前ロータリー噴水広場にベンチ、花ポ

ット等を設置整備したいと思います。クラブ創立 60 周

年事業に向けて全会員のご協力をよろしくお願い致

します。 

髙木 浩一次年度国際奉仕委員長 

次年度国際奉仕委員長を務めさ

せて頂きます髙木です。 

4 月 29 日に行われました 16-17

年度地区研修・協議会に出席をし

てまいりました。通年ですと次年度

委員長の立場で参加をする形に

なるのですが、次年度は地区奉仕プロジェクト委員

会・国際奉仕委員長を務めさせて頂くことになり、迎え

る側での参加となりました。この地区研修・協議会は、

次年度の地区の方針を 2790 地区 84 クラブの会長・

幹事始め、委員長の皆様にお伝えする場所でありま

す。本年年明けから活動方針・活動計画を考え、当

日のプレゼンをどのようにしたらよいかを委員会で協

議・検討し当日を迎えました。午前の第１部、本会議

は、青木ガバナーエレクトから RI会長の方針・地区運

営方針の説明、続いて、2016 年 RI 規定審議会の報

告、そして、優秀クラブ等の表彰と続き第 1 部は終了

ましたが、規定審議会の報告の内容には、首をかしげ

るものもありました。午後の第 2 部、部会別協議会で

は、各委員会の事業方針・計画の発表です。始めに

職業奉仕からの方針の発表。次に社会奉仕の事例紹

介と方針発表。そして、いよいよ国際奉仕の番です。

始めに次年度活動方針・計画の発表。次に事例紹介

として、グローバル補助金を使った勝浦ロータリークラ

ブの「スリランカ国アヌラーダプラ県に清潔な飲料水

を」。続いて、「スリランカの貧しい子供たちの現況」と

題して当クラブでも卓話をお願いした米山学友のサ

ージ―ワニーさんにお話して頂きました。職業奉仕で

は紛糾する場面もありましたが無事終了することがで

きました。最後に、16-17 年度奉仕プロジェクト委員会
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のスローガンは、「元気なクラブを目指して一歩踏み

出そう奉仕活動へ」です。84 クラブすべてが元気なク

ラブになるよう地区奉仕プロジェクト委員会・国際奉仕

委員会としてお手伝いをしてまいります。 

丸山 泰典次年度青少年奉仕副委員長 

青少年奉仕委員会では新たに

学友会委員会が新設され、合計５

つの小委員会となりました。 
 １つは、インターアクト委員会で

す。インターアクトはインターナショ

ナルとアクションという 2 つの語が

複合されて出来た名称です。12歳から 18歳までの青

少年または高校生の為の社会奉仕組織で、2790 地

区では 15 校のインターアクトクラブが社会奉仕と国際

奉仕に取り組んでいます。 

 また 1 つはローターアクト委員会です。ローターアク

トは 18 歳から 30 歳までの青少年が奉仕活動を中心

に未来を担うリーダーとしての勉強をしています。ロー

ターアクトを卒業した後はいずれはロータリアンになっ

て欲しいとの願いも込められた委員会です。 

 また 1 つは青少年交換委員会です。青少年を海外

に派遣し、外国での生活を体験することにより国際理

解と親善を推進することを目的としています。 

 また 1つは RYLA委員会です。ロータリー青少年指

導育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（Rotary Youth Leadership Awards）の

頭文字をとって、RYLA（ライラ）と呼ばれています。具

体的な活動としては、ウォーキングラリーを実施してお

り、今年も成田市に於いて実施される予定です。 

 そして最後に次年度より新設されます学友会委員

会です。目的は、ロータリーファミリーの一員であるロ

ータリー学友とクラブを結びつけ、末永い関係を築く

ための支援をするのが学友会委員会の役割です。ロ

ータリー学友とは、上記 4つの委員会の卒業生などを

指します。現在 2790 地区には E クラブは設立されて

いませんが、E クラブ設立も含め今後新たな活動をし

ていきます。Eクラブとは例会をオンラインで開くクラブ

です。分かりやすく言えば、学友会委員会とは、ロー

タリー学友がいずれはロータリアンになってくれること

を期待して作られた委員会です。 

 

 
早わかり「ロータリーの友」 ５月号 
信太秀紀クラブ情報委員長 
ロータリーに女性が入会するようになったのはわず

か３０年前のことです。１９７８年、アメリカのデゥアルテ 

ロータリークラブが３人の女性の入会を認めました。そ

れに対しましてRIは同クラブの認証を取り消しました。

このことが法廷闘争にまで、発展しまして、１９８７年５

月４日、アメリカの最高裁判所は「アメリカ国内では RI

は女性を入会させたという理由だけでクラブの認証を

取り消すことはできない。」という判決を下しました。１９

８９年シンガポールの規定審議会で初めて女性の入

会が認められることになります。１９９５年には女性会

員は２０人に１人でしたが、今では世界のロータリアン

の５人に１人、２０％になり、ガバナーの１０％が女性で

す。日本のロータリーを見てみますと、女性会員は

５％、女性ガバナーは今年度、来年度ゼロです。男女

平等に関するロータリーの方針は非常に明確ですが、

世界のほぼ５分の１のクラブは今も女性の入会を拒み

続けています。会員になるのにふさわしい女性がみつ

からない、というのがその理由です。ラビンドラン会長

は誠実さと良識が欠如しているとしか思えないと激怒

しております。女性への門戸を閉ざすクラブは、女性

の才能、能力、人脈そのすべてを失うことになり、若い

入会見込者に目にもまことに魅力のない団体に映る

に違いありません。また女性差別を容認することはロ

ータリーを全く違う組織へ追い込むことになります。ポ

ールハリスが「ロータリーの物語は何度も何度も書き

換えられなければならない。」と言ったように、私たち

は彼が誇りに思えるようなクラブを作っていかなけれ

ばなりません。大切なことは、「男性か女性か」ではな

くその人が「どのような人か。」といことではないでしょう

か。 

 

【出席報告】会員総数４０名 

出席計算３７名 出席２５名  

欠席１２名  出席率 67.57％ 

欠席：伊東君・金子君・栢尾君・木曽君 

越川君・宮﨑君・大里君・坂本君・白濱君 

杉山君・田中君・富永君 

【Ｍ Ｕ】 
5/8：地区 RAC委員会 小林君・丸山君 

5/10：銚子東 RC 金島君・小林君・大里君 

5/14：ＲＬＩ-ＤＬ 宮内(龍)君・佐藤君 

5/15：ＲＡＣ第 6回合同会議 丸山君 

 

【ニコニコ】 

熊本地震義捐金例会募金￥23,000 計 ￥40,000 

ニコニコ BOX ￥ 9,000 計 ￥ 527,713 

スモールコイン ￥ 2,400 計 ￥  54,896 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥  53,145 

希望の風 ￥20,500    計 ￥ 303,700 

委員会報告 

 

次週のプログラム（５月２５日） 

「親睦家族旅行に参加して」 

  石毛  充会員 

  小林 昭弘会員 

お弁当：ﾌﾗﾝｹｯﾄ（洋食） 

 

 


