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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４階 

電 話  0479-23-0750 

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 

「会長・幹事退任挨拶」 

宮内 龍雄 会長 

佐藤 直子 幹事 

 

前回例会報告（６月２２日） 

点      鐘：宮内 龍雄会長 

ロータリーソング：四つのテスト 

 

 

 

 

 

ビジター紹介： 

第７分区ガバナー補佐 黒田 幸一様 

補佐幹事 宮内  博様 

銚子東ＲＣ  会 長 藤﨑 一成様 

       幹 事 星野  隆様 

 

 

 

皆さん今日は。残すことあと一回の会長挨拶

となりました。本日は、私が普段考えている事

をお話ししたいと思います。まずは仕事のこと

について、25 歳で東京、亀戸より丁稚奉公を終

え、1980 年 4 月、銚子に帰ってきました。其れ

より 35 年が過ぎました。1980 年代は日本の高

度成長期の終焉を迎え、1985 年に歴史的なプラ

ザ合意により、対ドル 235 円のレートが 1 年で

150 円台まで円高が進行しました。それ以来、

バブル崩壊、海外生産による産業の空洞化など

日本の産業

の構造は大

きく変化し

ました。40

歳で父より

社長職を渡

されてから

一度も会社

が順調だったとか、今年は儲かったと言う記憶

が在りません。ただ会社を潰さないよう必死で

頑張って来たように思います。それなりの信念

を持って仕事をしてきましたが、もうそのモチ

ベーションが少し薄くなったような気がします。

今は、どうしたら次の世代にバトンを渡せるか

日々考えています。若い社員を育成し、古い設

備を更新して、次世代がより有利に戦えるよう

にするのが残された仕事だとおもっています。 

私の休日の多くは海の上か、芝の上のどちらか

にいました。それらがない時でもじっとしてい

られず、何かをしていなければ気が済みません

でした。考えてみると私にとって「やらなくて

はならない事」の多くが「やりたくない事」の

ような気がします。一週間色々な問題を抱えて、

無我夢中で働いていると、休日は頭の中を空っ

ぽにして何かに没頭し、取りあえず明日のこと

は考えないことにするというのが長年の習慣に

なっていました。今、還暦を過ぎその習慣も儘

にならなくなってきました。体力がついてゆか

なくなり、思うように動けなくなってしまいま

した。これから自分の体と相談しながら、無茶

をしないようにと思うと何かつまらないような

会 長 挨 拶 
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気がしますが、それも仕方のない事と諦めざる

を得ないと思ってきました。私の性格はせっか

ちで、早とちりで、とにかく待つことが嫌いで

す。今でも赤信号で待たされるのが何よりいや

です。自分の人生の時間を無駄にしたような気

になります。ですから東京に出張の際はほとん

ど信号のない農道や山道を抜けていきます。こ

んなせっかちな私ですが、ロータリーに入会し

てから 10 年間の間に、色々なことを学ばせて頂

きました。少しはましな人間になれたような気

がします。今日は取り止めのない話をさせてい

頂きました。 

 

 

 

【週報拝受】旭 RC  

1. クラブ研修リーダーセミナー

のご案内 

…ガバナーエレクト事務所 

2. 第 27 回納涼盆踊り大会のご案

内 

さえずり第 48号拝受 

…特別養護老人ホームさざんか園 
 

 

 

◆入会記念日 

髙木浩一会員(6 月１7 日) 

 

 

 

☆第 7分区ガバナー補佐 黒田幸一様 

補佐幹事 宮内 博様 

 

一年間有難うございまし

た。 

 

 

☆銚子東 RC 会長藤﨑一成様・幹事星野 隆様 

一年間有難うございまし

た。 

 

 

☆五大奉仕委員長一同 

会員の皆様には一年間大変お世話になりました。

ありがとうございました。 

☆坂本尚史会員 

先日、以前会員だった岡山の RCにＭａｋｅＵｐ

しました。大歓迎されてバナーを頂きました。 

＝五大奉仕委員長退任挨拶＝ 
クラブ奉仕委員会 島田洋二郎委員長 

一年があっという間に過ぎ

てしまいました。委員会の皆

さん、会員皆様にはご協力を

頂きましたことに感謝申し上

げます。 

 各委員会すべてがキッチリ

と仕事をして頂いたおかげで、

私自身は正直言って楽をさせて頂いたと思いま

すが、その分、特別委員会として設けた「60 周

年準備委員会」に時間を取ることが出来ました。 

 昨年には青野秀樹会員に実行委員長をお引き

受け頂き、三委員会を設け、松本会員、金島会

員、佐藤会員を委員長としてそれぞれ二名の副

委員長を指名して頂き、実行委員会としてスタ

ートしています。 

 立場上、どうしても次年度の話になってしま

いますが、次年度例会運営委員会・高瀬委員長

にお骨折りを頂き、7 月第 3 例会において、2012

‐13 年度国際ロータリー会長の田中作次様 (八

潮ロータリークラブ) をお招きすることとなり、

「60 周年記念例会」として、銚子東ＲＣとの合

同例会として実施させて頂きます。旭 RC、八

日市場 RC にもお声をかけ、ご了解を頂いたと

ころです。 

 ロータリー自体が大きく変化していく中、次

年度を迎えることになりますが、通常のクラブ

運営に加えて、来年 3 月 18 日には「60 周年記

念式典」を迎えることになります。会員皆様に

は改めてご協力をお願いし、挨拶とさせて頂き

ます。 

 

職業奉仕委員会 松本恭一委員長 

本年度職業奉仕委員長を仰せ

つかり、自分自身最も勉強に

なった１年でした。 

 事業は主に二つ行いました。

まず１月の職業奉仕月間に地

区委員長の川原様をお呼びし

「職業奉仕で、毎日を元気に！」というテーマ

での卓話。氏独特の語り口と分かりやすい職業

奉仕感、職業奉仕は商売を繁盛させることが前

提、そしてロータリアンは「センス良く稼ぐ」

という言葉大変印象に残りました。 

 ２月以降はベテラン会員様にお願いし、「私の

職業奉仕感」というテーマで会報に発表させて

いただきました。８名様より原稿をいただくこ

とができましたが、それぞれの長い職業経験か

幹 事 報 告 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

会員の記念日 
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らロータリーの職業奉仕の考え方を語っていた

だき、大変勉強させていただきました。ご協力

ありがとうございました。 

 職業奉仕という考えは、他の団体には無いロ

ータリー独特の考えであり、すべての奉仕活動、

ロータリアンの根幹をなすものです。今後も、

益々当クラブにおいて職業奉仕委員会の活動が

盛んになっていくことを期待し、退任の挨拶と

いたします。一年間ありがとうございました。 

 

社会奉仕委員会 宮﨑裕光委員長 

（代読）猿田正城副委員長 

 例年通り地域社会に対する

活動を基本に行って参りまし

た。         

例外として台風１８号洪水被

害義捐金、熊本地震義捐金の募

金を行いました。 

希望の風奨学金については次

年度以降も継続を望んでおります。 

具体的活動として 

1. 全国交通安全運動への参加（薄暮時街頭指導） 

2. 社会を明るくする運動 

3. 市民バザール 

4. 5/27 例会卓話（地区社会奉仕委員長 山下

清俊様） 

5. 希望の風募金 ３２５，７００円 

6. 台風１８号洪水被害義捐金 ２０，０００円 

7. 熊本地震義捐金 ４０，０００円 

継続事業中心の委員会ですが、変わらぬこと

をコツコツ毎年行うこともまた大切かと思いま

す。 

「地域・環境保全委員会」の猿田委員長ともっ

と緊密に連携していくつもりだったのですが、

特に環境保全については猿田委員長に甘えてし

まったことが反省点です。 

 

国際奉仕委員会 石毛  充委員長 

皆さん、こんにちは！ 

今年度国際奉仕委員長を仰せ

つかりました石毛 充でござ

います。 

 今回、国際奉仕委員会はとて

も充実した活動を行うことが

できたと思います。特に今回で

3 度目となりますフィリピン・ダバオ盲学校へ

の支援活動では、宮内龍雄会長、佐藤直子幹事、

高橋宏資会員、髙木浩一会員、宮内秀章会員、

田中英子会員、櫻井公恵会員と私の総勢 8 名が

参加し、サウスダバオ RC の協力をいただき、

チャリティーコンサートを盛大に開催すること

ができました。 

 また、ダバオ盲学校の支援活動のスケジュー

ルについて、高橋宏資会員と髙木浩一会員より

的確なアドバイスをちょうだいし、スムーズに

進める事ができました。ありがとうございまし

た。 

 また先ほど会長挨拶の中でもご紹介のありま

したサウスダバオ RC とは、ダバオ盲学校の支

援活動を通してお互いに様々な協力をし合い、

最終的には友好クラブ締結書の取り交わしをす

る運びとなりま

した。この際には

佐藤直子幹事よ

り懇切丁寧なご

指導をいただき

ました。心より御

礼申し上げます。 

 私といたしましては半年悩みに悩んで、やっ

と肩の荷が下りた思いです。 

 本年度より職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕の

3 委員会が連携して活動するということで、10

月 10 日に「奉仕プロジェクトセミナー」が開催

され、私も参加させていただきました。 

 こうして様々な活動を終え、素晴らしい経験

を積むことができ、有意義な 1 年を過ごすこと

ができましたのは、ひとえにクラブ会員の皆様

のご指導ご鞭撻あればこそと心より感謝申し上

げます。次年度も精いっぱい努力してまいりま

すのでどうぞよろしく申し上げます。ありがと

うございました。 

 

青少年奉仕委員会 宮内秀章委員長 

（代読）田中英子会員 

青少年委員会では、関東近県野

球大会後援からはじまり今年

６月１日銚子市立第三中学校

で行いました出前教室まで予

定通り遂行いたしました。 

今年度のＲＹＬＡ参加者は、銚

子ロータリークラブ会員企業

より募り２名の参加、うち１人は私の会社より

参加させて頂きました。帰ってきました社員の

報告を受けまして、改めてＲＹＬＡ研修の素晴

らしさを感じました。是非、次年度も会員企業

より社員研修の一環とし参加されることをお勧

めいたします。 

 また、国際交流会では今年度は企画・設営と

ローターアクトクラブが主体となり、留学生、

ロータリアンとも非常に有意義な時間となりま



 

−4− 

した。 

 ローターアクト委員会では、会員減少という

大きな問題を抱えておりますが、次年度は千葉

科学大学ローターアクトクラブの福留会長が地

区代表となりますので、会員増強と共に活気あ

るクラブ作りが出来ることを期待しております。 

会員の皆様には１年間委員会活動に対しご協力

ありがとうございました。 

 

 

第 7分区ガバナー補佐 黒田幸一様 
 

6 月 18 日に三井ガーデンホ

テルにて、本年度最後の合同、

ガバナー補佐会議及び地区

委員長会議が開催されまし

た。ご報告を兼ねましてご挨

拶申し上げます。 

今、地区では、ガバナー事務

所の固定化をめざして、宇佐見ガバナー年度よ

り櫻木ガバナー、青木次年度とガバナー事務所

の継続と事務局員の継承を行い煩雑な事務の合

理化を図っております。次にＥクラブの設立（イ

ンターネットによる例会参加）遠距離の会員の

入会等会員増強につなげたい意向です。 

次にいつも議題にあがっていますが、分区の

再編成です。会員数の違いや、分区クラブ数の

是正に取り組んでいく意向です。このように今

2790地区がいろいろな面で変わろうとしていま

す。 

最後になりますが、宮内会長はじめ銚子ＲＣ

の皆様には、ＩＭをはじめ分区事業に多大なご

協力を得ましたことに感謝申し上げまして、補

佐退任のご挨拶とさせていただきます。 

 

 

 

次年度社会奉仕委員会 青野秀樹会員 

第66回 社会を明るくする運動  

市内大行進にご参加ください  

日時 ：平成２８年７月２日（土） 

午後１時３０分～  

集合場所：銚子市役所前駐車場  

出 発 式：午後１時４０分  

行進開始：午後２時  

行進経路：市役所～駅前十字路～ＰＬ教団前～  

中央みどり公園（現地流れ解散）参加者はメー

クアップの対象となります。  

ご多用中のところ恐縮ですが、よろしくお願い

致します。  

丸山泰典ＲＡＣ委員 

千葉科学大学ＲＡＣ最終例会 

6月 24日（木）19時点鐘 

飲食処 わ で開催します。ぜひ

ご参加ください。よろしくお願い

致します。 

 

 

 

【出席報告】 

会員総数４１名 

出席計算３９名 出席２５名  

欠席１４名  出席率６４.10％ 

欠席：伊東君・栢尾君・金島君 

越川君・宮﨑君・宮内(秀)君・大岩君・大里君 

信太君・白濱君・杉山君・富永君・高橋宏明君

永澤君 

 

【Ｍ Ｕ】 

6/23：次年度分区会長幹事会 石毛君・島田君 

6/24：ＲＡＣ最終例会（1２名）  

石毛君・金島君・小林君・丸山君・宮内(秀)君

宮内(龍)君・大岩君・大里君・坂本君・佐藤君

髙木君・島田君 

6/25：分区会長幹事会  宮内(龍)君・佐藤君 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

2016年７月のロータリーレート106円 

ニコニコ BOX ￥ 25,000 計 ￥ 607,713 

スモールコイン ￥  2,400 計 ￥  62,248 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥  59,306 

希望の風 ￥ ―    計 ￥ 325,700 

次週のプログラム（７月６日） 

２０１６-１７年度 第一例会 

「会長・幹事就任挨拶」 

島田 洋二郎 会長 

石毛   充 幹事 

                

お弁当：入船（幕の内） 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

 


