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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 

「私の経験」 

米山奨学生 金 秀斌様 

 

前回例会報告（６月１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：なし 

 

 

 

 皆さん今日は。６月に

なり、いよいよ私の年度

も正に残すところ一か月

となりました。皆様のご

指導、ご協力により何と

か過させていただきまし

た。あと 5 週間、緊張感

以て参りたいと思います。

最近、日本の大手自動車メーカーが燃費を偽り、

実際のデータを改ざんして販売をしていたと話

題になっています。昨年も全世界で 1 位、2 位

を争うビックメーカーも同じ燃費の改ざんを行

い、世界中で大問題になっています。私はこれ

ら企業の上級管理者の中にロータリアンが在籍

していなかったのか疑問に思います。もしロー

タリアンがいれば、この問題は発生しないと思

います。なぜなら私たちロータリアンには「四

つテスト」があります。「真実ではないデータの

改ざんを行い」「公平ではなく、自分の利益を追

求し」「好意と友情を裏切り」「みんなのために

ならない不正を行った」全く許されないことだ

と思います。社長や役員の辞任では済まされる

ことではないはずです。ましてどの企業も多額

の利益を上げています。この「四つテスト」は

1932 年の世界大恐慌の時、のちに RI 会長にな

るシカゴのロータリアン ハーバートｊ．テー

ラーが倒産の危機にあるアルミニウム製造会社

を再生させるために頭を抱えて考え出したもの

です。大不況の中でこの会社を再生させるには、

会社の中で同業者にはない何かを育成しなけれ

ばなりません。テーラーはその何かに社員の人

格と信頼性と奉仕の心を選んだのです。そして、

その育成の指針として会社の全従業員が使える

ような倫理上の尺度として作られたものです。

まして世界有数の儲けている会社がなぜこの様

な不正を行うのか理解できません。会社を守る

ための行為が発覚し、その為に会社の従業員ば

かりではなく、関連会社や地域社会まで不安に

陥れています。企業には守るべき物があると思

います。一番大事なものは「信用」です。信用

＝「四つのテスト」と言っても良いと思います。

私の会社は、大儲けはしなくても正直第一で行

きたいと思っています。 

 

第１２回定例理事会 

１）６月７月８月プログラムの件    …承認 

２）親睦旅行決算案の件        …承認 

３）地区研修・協議会決算案の件    …承認 

４）新旧クラブ協議会の件       …承認 

５）地区出向者の件          …承認 

６）歓送迎会の件           …承認 

会 長 挨 拶 

 

理事会報告 
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７）サウスダバオＲＣとの友好クラブの件 

…承認 

８）事務局移転の件          …承認 

９) 入会手順の件           …承認 

10) 社会を明るくする運動の件     …承認 

11) 市川南ＲＣ４０周年の件    …継続審議 

 

 

 

 

 

 

 

 
サウスダバオＲＣとの友好クラブ締結証にサインす

る宮内龍雄会長↖ 

 

 

 

【週報拝受】舘山 RC、成田空港南 RC 

1. 2016年 6月 ロータリーレート 1ドル＝110円 

2. 財団室 NEWS 6月号 

3. 2016年規定審議会結果に対する地区の解説 

…以上、ガバナー事務所 

4. 「ロータリー文庫」からのお願い 

…以上、ガバナーエレクト事務所 

5. 最終例会のご案内 

…千葉科学大学 RAC 

6. 第 66回社会を明るくする運動銚子推進委員会 

の開催について 

…銚子市社会福祉協議会 

7. 御礼状 

…銚子商工信用組合 

【例会変更】 

旭 RC 

6月 24日(金)夜間例会点鐘 6時半  

 

 

 

◆結婚記念日 

杉山俊明会員(5月 27日) 

 

 

 

☆青野秀樹会員 

一年間理事を勤めましたが、本

日最後の理事会に出席出来な

くて残念です。 

 

 

 

☆上総・大里・松本会員 

遅くなりました

が、皆様のご支援

により犬吠埼エ

ンデューロ大成

功のうちに終わりました。有難うございました。

来年も宜しくお願い致します。 

 

 

 

「親睦活動月間に寄せて」 

櫻井 公恵会員 
2015-2016 年度のロータリー

もいよいよ最後の 6 月となりま

した。ファイナルを飾る特別

月間は「ロータリー親睦活動

月間」です。 

１）国際ロータリー日本事務局

から配信されているリソース

「ロータリー親睦活動要覧」からのご紹介 

先立ちましてロータリーの親睦活動について櫻木

ガバナーからの「原点を知り考える」からご紹介申し上

げます。 

～ガバナー月信より～ 

単に面白おかしく楽しむのが親睦ではない。ゴルフや

飲み会を企画するのが親睦活動委員会ではない。親

睦とは仲間意識を醸成する事だ。仲間意識を醸成す

るための活動を企画して会員に提供するのが親睦活

動委員会です。～中略～ロータリーの理念はどこで

学ぶのか？それは例会です。その実践活動はどこで

学ぶのか？それはクラブの活動です。そして一番大

事なのはクラブで学んだ理念と実践の例を以て会員

個人が自分の個人的な活動でそれを実践することで

す。 

 さて、それではここで国際ロータリー日本事務局から

配信されているリソース「ロータリー親睦活動要覧」か

らご紹介をいたします。これはインターネットで検索可

能です。 

ロータリー親睦活動グループとは？ 

・共通の趣味、関心事項、スポーツ、職業を持つロー

タリー会員の集まりです。 

・自分と同じ職業を持つ人々との交流を通じて、職業

能力を向上させます。 

・世界中で新しい友人をつくり、奉仕の機会を探求す

ることで、ロータリーでの経験をさらに充実したものとし

ます。 

ロータリー親睦活動グループのしくみ 

・各グループは、国際ロータリーとは独立して運営さ

れ、独自の規定、会費、管理体制を持ちます。 

・ロータリアン行動グループのメンバーとなれるのは、

ロータリアンとその家族、および、国際ロータリーまた

会員の記念日 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

卓  話 

 

幹 事 報 告 
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はロータリー財団のプログラムの参加者／元参加者

です。 

・国際的なグループとするため、少なくとも 3 カ国から

メンバーが集まっていなければなりません。 

ロータリー親睦活動グループ参加のメリット 

親睦活動グループは… 

・クラブ、地区、国を越えた末永い友情を築く機会を

提供します。 

・世界理解と平和の推進に貢献します。 

・新しい会員を集めたり、現会員がロータリーで活動を

続ける理由となります。 

http://www.rid2790.jp/2015/download/info/2016 年

6月｜ロータリー親睦活動月間.pdf 

こちらのページに一覧があります。本当に多様な親

睦活動グループがあるのがお分かりいただけますでし

ょうか。上段に「関心のあるグループが見つかったら、

グループのウエブサイトを訪れて、担当者に連絡して

みましょう」とありますがいかがでしょうか。正直私には

言葉の壁のハードルが高いです。ですが、ぜひぜひ

アクセスしてみてください。ここから扉が開くかもしれま

せん。少なくとも私は「英語を勉強したい」というスイッ

チが入りました。ロータリーで英語を学ぶ会など、いか

がでしょうか。 

それではハードルを下げまして、この中で日本に支

部のある趣味の会をご紹介します。 

グループには一人でも参加できるということですが、

日本支部があると心強いですよね。 

日本国内に支部がある趣味の会 

 ロータリーの歴史と伝統の会 

ＲＲＨＩＦ（Rotary History ＆ Heritage InternationaI 

Fellowship） 

連絡先：札幌南ＲＣ 

 ゴルフ 

ＪＧＦＲ（Japan Golf Fellowships Rotarians） 

連絡先：東京新南ＲＣ（斉藤茂之） 

 スキー 

ＩＳＦＲ（InternationaI Ski Fellowships Rotary） 

連絡先：札幌ＲＣ（植田英隆） 

 ジョギング 

Ｉ Ｒ Ｆ Ｆ Ｒ （ InternationaI Running ＆  Fitness 

Fellowships Rotary） 

連絡先：広島西ＲＣ 

 アマチュア無線 

ＲＯＡＲ－Ｊａｐａｎ 

連絡先：東京新南ＲＣ（斉藤茂之） 

 ヨット 

Ｉ Ｙ Ｆ Ｒ （ InternationaI Yachtin ｇ  Fellowship of 

Rotarians） 

連絡先：第２６８０地区ガバナ一事務所 

 飛行 

ＪＲＡＳ（Japan Rotarian Aviation Society） 

連絡先：御坊ＲＣ（古久保恭一） 

 バードウォッチング 

Ｉ Ｆ Ｂ Ｒ － Ｊ ａ ｐ ａ ｎ （ InternationaI Fellowship of 

Birdwatching Rotarians Japan) 

連絡先：横浜港南台ＲＣ（袖山英明） 

 全日本ＲＣ野球 

連絡先：全国ＲＣ野球大会事務局 

 全日本ＲＣ合唱 

連絡先：京都西北ＲＣ 

 釣り 

ＩＦＦＲ（InternationaI Fishing Fellowships Rotary） ＊

千葉に支部を置くよう努力中！ 

 旅行 

Ｉ Ｔ Ｈ Ｆ （ InternationaI Travel ＆  Hostin ｇ 

Fellowships） 

 全日本ＲＣ社交ダンス 

なお、要覧には「ロータリー親睦グループの結成」

に関して、申請の方法や認定基準、管理運営の方法

やロゴ、役員の責務、会費、保険についてが記載され

ています。 

また、「会員の関心と意欲を高める」ために、ＷＥＢサ

イトやニューズレターを使ったコミュニケーションにつ

いてのヒントが書かれています。なお、ＲＩ国際大会中

に会員が顔を合わせる行事が開催され、ここでは会

場スペースの空き状況に応じて、親睦活動グループ

の展示用ブースや会合部屋が無料で提供されるそう

です。今回の国際大会ではいかがだったでしょうか。 

２）今年度の地区のフェローシップ委員会について 

本年度フェローシップ委員会は、『クラブを超えて

会員の輪』をテーマに委員会活動をしております。地

区内ロータリアン同志が、親睦を通して信頼や友情を

更に深めて頂きたいと言う思いから、ひとつのテーマ

を中心にクラブ横断的に集い語り合うグループをたく

さん作るのがフェローシップ委員会です。 

第１弾として、「二輪車走友会ツーリング」を開催し、二

輪車同好会が発足しました。現在 33 名の登録となっ

ているそうです。その他には得フェローシップ委員会

において「趣味を持つ人大集合」ということで 9 ジャン

ルの会合が開催されました。また、「里山歩き」も開催

され、ハイキング、ウォーキング、カメラ愛好家など多く

の趣味をお持ちの方が参加できるイベントも行われま

した。 

次年度のフェローシップ委員会は再び「管理運営統

括部会」に入っておりますが、今年度の方針も今年度

を踏襲するかたちとなっています。 

３）銚子ロータリーでの１年間を振り返って 

多くの行事もみなさまのご協力をいただき無事に終

え、残すは今月 29 日の新旧会長幹事慰労激励会、

兼、新入会員歓迎会のみとなりました。 

観月会では絶好のお月見日和で見事な月と星と海

が鑑賞できました。そしてクリスマス会では当会の同

好会「コーロ・ハモンティアーノ」の皆さまのご協力をい

ただき、楽しくも華やかな会となりました。植樹 3 年目
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のロータリー憩いの森での桜舞い散るお花見例会、

アンケートも頂き用意を図ったにも拘らず参加人数の

余りの少なさに倒れそうになった家族親睦旅行も結果

マイペースで楽しめた思い出深いイベントとなりました。

期の途中、人数の少なさから親睦委員の皆さんには

例会の設営を含めとても負担をかけてしまいましたが、

会員の皆様方のご協力をいただき、なんとか１年を終

えることができました。ご協力をありがとうございまし

た。 

最後に来年に向けての提案を申し上げます。 

来年度は遠山さんが委員長をされるわけですが、単

身赴任の身の上もあり、なかなか週末はお忙しいと聞

いております。いっそ来年度は旅行よりもっと気軽に

多くのみなさんに楽しんでいただけるような企画の方

がいいのかもしれないと感じています。例えば家族バ

ーベキュー大会など。 

会員同士のそしてご家族との親睦が深まり、銚子ロー

タリアンとしての誇りが育まれ、そしてそこから一人の

人として社会への奉仕に飛び出して行ける、そんな風

土を作り上げるための親睦活動となるよう大きく期待し、

バトンを渡したいと思います。１年活動して、みなさま

からの労いの言葉や伸ばされる手がとても嬉しかった

学びの年となりました。心より御礼申し上げて本日の

卓話を終わります。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度は 6 月 1 日（水）銚子第三中学校で開催。 

講師として、高

橋宏明会員が

「測量士・土地

家屋調査士の

仕事」と題して

講演しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月 1日（水）18時 30分～ 

カフェマリーナでＲＡＣ主催により開催。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出席報告】会員総数４１名 

出席計算４０名 出席２４名  

欠席１６名  出席率 60.00％ 

欠席：伊東君・栢尾君・金島君・越川君 

丸山君・宮内(秀)君・大岩君・坂本君・信太君 

白濱君・杉山君・高瀬君・田中君・富永君 

高橋宏明君・永澤君 

 

【Ｍ Ｕ】 
5/31：銚子東ＲＣ 大岩君・大里君 

6/１：出前教室（5名） 

宮内(秀)君・宮内(龍)君・佐藤君・田中君 

高橋宏明君 

6/1：留学生交流会(14名) 

石毛君・金子君・上総君・小林君・松本君 

宮内(秀)君・宮内(龍)君・大里君・佐藤君 

島田君・髙木君・田中君・遠山君・高橋宏資君 

 

【ニコニコ】 

ニコニコ BOX ￥ 9,000 計 ￥ 555,713 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥  57,397 

米山 BOX ￥ 2,400 計 ￥  59,306 

希望の風 ￥22,000    計 ￥ 325,700 

次週のプログラム（６月１５日） 

夜間移動例会 新旧クラブ協議会 

会場：キャルネ・ド・サントゥール 

点鐘 6 時 

送迎バス： 

体育館 5:20→→銚子駅 5:25→ 

→→市役所 5:30 出発です 

 

出前教室 

千葉科学大学留学生交流会 

ロータリー合唱同好会報告 

上総泰茂会員 

5 月 28 日に別府市で開催された第 21回全日本Ｒ

C（熊本震災チャリテｲ）合唱祭に銚子から応援隊（宮

内会長、大岩会員、高橋会員のお嬢さん）と総勢 18

名で（義援金を持参し）参加して参りました。朝 4時半

出発にも拘わらず本番から懇親会まで疲れもみせず

坂本先生直伝の練習の成果を発揮して来ました。時

代劇の選曲、猿田会員、信太会員のパフォーマンス

もあり記憶に残るクラブとの講評をいただきました。 

 


