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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 

「家族親睦旅行に参加して」 

石毛  充会員 

小林 昭弘会員 

 

 

前回例会報告（５月１８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：なし 

 

 

 

 

 

皆さん今日

は。今年 4

月に RI に

おいて規定

審議会が開

催され、採

決された報

告書が配布

されました。

約 100 ページにおける報告書をここですべて御

説明することは時間的に不可能と思います。そ

こで地区が抜粋してくれた「2016 年規定審議会

クラブ関係の主な決定事項」を皆様に配付いた

します。ロータリー110 年の歴史のなかでロー

タリーの理念が大きく変わろうとしています。 

これはあくまで、RI の指針であり、採択の選択

は各クラブの自主性が尊重されます。主な変更

を何点かご説明します。 

16-02 「クラブ会計を理事とする」 

16-07 「クラブ入会金の規定を改正する」（理

事会は独自の裁量で新入会員の入会金納入義務

を免除できる） 

16-21「クラブ例会と出席に柔軟性を認める件」

（各クラブの細則で例会の頻度と出席に関する

規定を定めるようクラブに柔軟性を与えるもの

である。クラブがいつ、どの位頻度で例会を開

くかを決める。） 

16-36、16-38 は、ロータリーの基本理念であ

る職業分類に関する需要な変更になります。「職

業分類が削除され、会員身分の見のみの制定案」 

趣旨および効果 

ロータリークラブの構成およびクラブ会員資格

に関する規定を変更することにより、ロータリ

ーが会員を維持し、新世代を引き付ける力を高

めることを目的としている。ロータリアンの定

義を簡潔にし、クラブ理事会がより柔軟に会員

を選べるようにするものである。さらに、地域

社会における業種、職業、地域団体の構成をク

ラブの会員構成に反映させるよう奨励すること

により、職業分類のバランスを引き続き重視し

ている。本制定案は、クラブによる自主性を強

化し、会員維持および勧誘を助長するものであ

る。 

16-99 「人頭分分担金を増額する件」毎年 4

ドルずつ大幅な値上げをする。 

17-18 年 60 ドル、18-19 年 64 ドル、19-20 年

68 ドル、因みに 15-16 年は 55 ドル。以上のよ

会 長 挨 拶 
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うに次年度から様々な規定が大きく変更となり

ます。冒頭でも申し上げましたが、あくまでも

これらの採決は、各クラブの会員が協議をし、

独自に取り入れるものであり、強制ではないの

が何よりと思います。ただ最近 RI の方針は財団

の主導権のもとになし崩し的に会員の増強、運

営資金の増強を意図した制定案を企画している

ような気がします。我が伝統ある銚子ロータリ

ークラブは良きものは残し、変えるべきものは

大いに変えて独自に発展していく道を模索して

いくべき考えます。 

 

 

 

【週報拝受】八日市場 RC 

1. ロータリー平和センター 第

14回年次セミナーのご案内 

2. 活動計画書掲載用原稿のホ

ームページアップ予定の変更について 

3. 会員増強・退会防止委員会ｱﾝｹｰﾄのお願い 

4. 市川南 RC創立 40周年記念例会開催のご案内 

…以上、ガバナー事務所 

5. ハイライトよねやま １９４ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

6. 千葉科学大学留学生交流会分担金のお願い 

…銚子東 RC 

7. 第 42 回関東近県中学生選抜野球大会後援申

請書 

…銚子市体育協会 

【例会変更】 

千葉科学大学 RAC例会 

5月 19日(木) 点鐘 18時 

26日(木) 点鐘 18時 30分 

マリーナキャンパス 2103教室 

 

 

 

◆入会記念日 

高橋宏資会員(5月 12日) 

 

 

 

☆青野秀樹会員 

先週の土日で、出雲大社・松江

へ行きました。出雲で子供達の

ご縁をお願いし、松江県立美術

館で赤ワインを片手に夕日を

楽しみました。松江城の堀舟で

は身体の硬いのが身にしみま

した。よく飲んだ 2日間良い休日でした。 

 

☆金子芳則会員 

新本店オープンイベント無事

終了しました。落成式には会

長に出席いただき、又その後

のイベントにも大勢ご来店い

ただきありがとうございまし

た。例会欠席続きましたが  

１００％にむけて頑張ります。よろしくお願い

します。 

 

☆高瀬幸雄会員 

昨日、2012-13年度 RI会長田中作次会員所属の

八潮ロータリーク

ラブに行ってきま

した。本日着用のネ

クタイ頂戴しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

宮内 秀章青少年奉仕委員長 
 

今日は「青少年に因んで」

というテーマで、昨年度の

青少年委員会の委員長を努

められました高瀬会員より、

青少年に対する思い、また

飯田佳奈さん、アンドリュ

ーとの交換留学でご苦労さ

れたことや、楽しかった思い出を交えてお話し頂

きたいと思います。 

今年度の青少年委員会では昨年のＲＹＬＡへの参

加、そして来月６月１日に第三中学校で行ないま

す出前教室、他国際交流会等まだ事業が控えてお

りますのでどうぞ皆さんのご協力宜しくお願いい

たします。最後に、アンドリューにメールしまし

たところ、近況について返事がありましたので読

ませて頂きます。 

「日本から帰って、長い時間がたちました。私は

良い仕事についておりますが、カナダの軍隊に申

し込みました。もう少しで採用の結果がわかりま

す。日本のことを考えると寂しく、早く日本に戻

りたいです。しかし、最近バイクを買ったので、

日本に戻るお金はありません」 

ということで冗談も交えての返事でした。また連

絡がありましたら皆さんにお知らせしたいと思い

ます。 

会員の記念日 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

幹 事 報 告 
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「青少年に因んで」 

高瀬 幸雄会員 
辞書を紐解きます

と、青少年とは、青

年と少年のこと。年

齢は 12 歳から 25 歳

くらいまでの男女と

書かれています。又、

青少年保護育成条例

では、18歳未満の未

婚の男女とあります。そして子供の定義は、国際

連合の児童に関する条約では子供を「18歳未満の

全ての者」としています。 

５月 5日の新聞では、15歳未満の日本の子供の

人口は 1605万人との記事が有りました。その記事

に、家庭が経済的に苦しい子供は 6 人に一人との

記事にも衝撃を受けました。これは世界の人口に

占める、中国の人口と同じだと頭をよぎりました。

この時は、ロータリークラブの国際奉仕、社会奉

仕の言葉も少しむなしく感じました。ロータリー

が考える青少年の年代は①インターアクトクラブ

は 12 歳から 18 歳までの青少年又は高校生と規定

し②ロータアクトクラブは 18 歳から 30 歳までの

青年男女で地域社会と大学を基盤とするとありま

す。 

私は、中学生（１３歳）から大学生（２２歳）位

が青少年の範疇で、２０歳で大人と考えています。

このことから青少年に多くの影響を与えるのは先

生や友人の力が大きいのではと感じています。 

私は大学を出ていませんから、大学の勉強スタイ

ルは理解できませんが、興味のある二人の先生の

話をしたいと思います。 

 その先生は橋本武さんです。中勘介の小説「銀

の匙」を教材に使い高校国語の授業を３年間かけ

て実施した先生の話です。橋本武（１９１２年）

大正元年生～１９３４年（昭和９年）筑波大学卒 

神戸灘中、現灘高に赴任、終戦後（昭和２０年ご

ろ）この本による授業を開始、先生３３歳ごろで

す。先生がこんなことを言っています。生徒に「生

涯、心の糧になるような教材」にしたいとの願い

から始めたようです。中勘介は 1885 年生～1965

年（昭４０年没）８０歳、その本は２７歳の時（明

治 45年）の作品です。この本は、中勘介の子供の

時の自伝です。しかしある生徒が、この授業方法

に反対の意見を唱えました。こんな授業はすぐに

役に立ちませんというのがその理由でした。そこ

で先生は、その生徒に対し、すぐに役に立つもの

は、すぐに役に立たなくなります。本当に役に立

つものは、本質を理解し自分で納得しなくてはい

けませんと説得したようです。 

この本を読めばわかりますが、明治３０年代の情

景を美しい文章で描写しています。本の中には、

干支の話、祭りの話、駄菓子の話等が出てきます

が、それぞれの文章で疑問に感じたこと、意味が

分からないことに対し、先生が説明を加え、生徒

たちにそれがなんであるかを実際に調べさせたり、

実物を持参しながら授業を進めたようです。 

二人目は、5 月 5 日の新聞に紹介されていたカ

リスマ小学校の先生の話です。東京学芸大学附属

世田谷小学校の沼田晶弘先生です。その先生の指

導は、子供が興味のあるテーマごとにチームを作

り授業を行うティーチャー制度の採用したことに

あるようです。例えば、地理の授業で好きな都道

府県の魅力をアピールし、競い合わせる授業で子

供が主役で子供は「勝手に観光大使」と命名し、

発表するようです。子供は信頼されると、徹底的

に調査をし、説明の構成や工夫をし、パソコンで

資料を作ってしまうようです。私は、最近の子供

は凄いと感じました。 

又、日本の思想家で東京芸術大学の前身の東京美

術学校の設立にも大きく貢献した岡倉天心も自身

の書物でこんなことを言っています。ある講演の

校長先生が言っていました。青少年は家庭に愛さ

れ、学校で学び、地域で育つことが一番だと。 

そこで飯田佳奈さんが留学したいと銚子ロータ

リーに話が来たことに関しお話しします。平成２

５年のはじめ位の話と記憶しています。たまたま、

私が青少年奉仕委員であったことから、飯田佳奈

さんとの接点が出来ました。この時から、私、岡

村委員長、佳奈さんのお母さん、佳奈さんの 4 人

が線で結ばれたと思います。私が佳奈さんに対し

ての第一印象は、母子家庭である事、三人姉妹で

ある事、そして銚子にも勇気がある子供がいると

の程度でした。 

私自身も、10歳の時父親を亡くしていたことと、

娘も離婚していることから何かしてあげたいと思

ったのも事実です。選考試験で落選することなど

全然思ってもみませんでしたが、２５年１０月落

選しました。この時、私は佳奈さんあてに手紙を

書くことにしました。人は皆な同じだと思います

が、傷心の時は寂しく誰も自分の味方はいなく、

敵ばかりと感じるものではないでしょうか。だか

ら、心配している人、味方の人が多くいることを

知らせてあげたいとの思いで書きました。そして

その手紙をお母さん経由で佳奈さんに渡してもら

いました。手紙はこんな内容です。 

佳奈さんが能力が無いから落ちたのではありま

せん。人生勝ち続けることは出来ませんが、チャ

レンジし続けることは出来ます。 

夢はあきらめず、夢に向かって頑張りましょう。

岡村委員長も私もお母さんも含め多くの方があな

卓  話 
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たの応援団ですとかを文章にし、そして岡村委員

長からのメッセージ「苦渋の選択でした。このよ

うな結果になりまして申し訳ありません。この悔

しさをバネにして、努力され来年「倍返し」だと

の思いで素晴らしい力をつけて再挑戦されるなり、

又、是非ご自分の眠れる力と積極性に火をつけて

頂けると、長い将来のためには返って今回の失敗

がプラスに転じることになると確信しております」

夢は佳奈えられる。    平成 25年 10月 29日 

佳奈さんを応援する一人として  （高瀬 幸雄） 

を文章にして届けました。後日お母さんからの電

話で、その手紙に佳奈は大変感動していましたと

言ってました。ところが、２週間後に決まってい

た留学生が家庭の事情で急遽キャンセルになり佳

奈さんに再度幸運がめぐってまいりました。その

時の岡村委員長は、佳奈さんは承諾してくれるか

どうか心配していましたが、私は大丈夫との確信

を持っていました。岡村委員長のもう一つの心配

が、留学先がカナダである事でした。カナダはビ

ザ取得が大変で、以前にもトライした人がいたよ

うですが、キャンセルされたとの話でした。これ

についても、私は即座にやりましょうと言ったの

で、岡村委員長も安堵し、その後はずいぶん協力

をしてくれました。ビザ取得で一番の問題は、カ

ナダのビザ取得は東南アジアをひとまとめにして、

窓口は比国にしか無いことです。 

最初のスタートが、東京港区のカナダ大使館でカ

ナダフェアーが有り、佳奈さん親子、岡村委員長、 

私の４名で、ビザ取得について聴取に行きました。 

代理店は、東京の港区にあり、手数料がかかる事

等申請方法を調べました。窓口が東京なので、銚

子からの時間的制約が頭をよぎりましたが私が、

代理人となって対応することをそこで決めました。 

しかし、作成書類はプライベートなものも多く、

お母さんにお願いするのも苦痛なものも有りまし

た。戸籍謄本、銀行預金通帳、成績表等で、それ

らは全て英訳しなければなりません。その条件も、

しかるべき資格を持った所で英訳しサインするこ

とと謳われていました。それと何と言っても、書

類の多さには閉口しました。ビザ取得の為に東京

の代理店には 6～7回通ったと思います。佳奈さん

の出発準備や DAVEY の受け入れについては、特に

佳奈さんは多くの予防接種を受けることや、毎月

のオリエンテーションへの出席等行事も多く大変

だったと思います。 

又、DAVEY の受け入れ準備や、ホームステイ先、

学校等への打合せなどが並行して進み、忙しい時

時が有りましたが、一番困ったことは私宛に来る

DAVEY からのメールで、これが英語です。岡村委

員長にメールし、翻訳してもらい、その結果を

DAVEY にメールするのですが返信内容も私が日本

語で書いたものを岡村委員長に送り、それを英訳

してもらうことで対応しましたが岡村委員長も夜、

翻訳するものですから、DAVEY にメールを発信後

翻訳が間違っていたとの連絡が入ったことも数回

ありました。DAVEY の質問は銀行口座の開設につ

いて、携帯電話の機種や費用他、国民健康保険加

入、例会の出席、オリエンテーションへの参加等

について回答する必要が有りました。 

 結局、DAVEY はカナダの高校を卒業して来日し

ましたが、日本では高校２年生のクラスに入り翌

年 4 月に高校 3 年生へと進学し、その年の 8 月に

帰国しました。授業については図書室での自由時

間が多く、部活が中心の留学になったと思います。

しかし、京都、奈良、鹿児島、スキー場等日本の

旅行も満喫し、ホームステイ先の方々に優しく接

してもらい、DAVEY は感謝していると思います。

（何の返事もありませんが、カナダの男も日本の

男も鉄砲玉なのは一緒だと思っています）それよ

り、佳奈さんが大きな自

信を得て、日本に帰って

きてくれたことが、私に

とっては宝物です。青少

年を指導することなど

できませんが、もし挫折

を感じている青少年がいれば、背中を押してあげ、

励まし、その挫折を乗り越えれる手助けはしてあ

げたいと思います。そして、銚子の青少年の多く

が、世界に羽ばたいてもらいたいと思っています。 

 

【出席報告】会員総数４０名 

出席計算３７名 出席３０名  

欠席７名  出席率 81.08％ 

欠席：伊東君・栢尾君・越川君 

大里君・白濱君・杉山君・富永君 

【Ｍ Ｕ】 
5/17：八潮 RC 高瀬君 

5/19：RAC例会 丸山君・坂本君 

【ニコニコ】 

熊本地震義捐金 

例会募金 ￥40,000地区へ送金しました。 

社会奉仕委員長 宮﨑 裕光 

ニコニコ BOX ￥ 8,000 計 ￥ 535,713 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥  54,896 

米山 BOX ￥ 3,761 計 ￥  56,906 

希望の風 ￥ ―    計 ￥ 303,700 

次週のプログラム（６月１日） 

「親睦活動月間に寄せて」 

  櫻井公恵会員 

お弁当：辰巳家（にぎり） 

 

 


