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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・幹事就任挨拶」 

島田 洋二郎 会長 

石毛     充 幹事 

 

前回例会報告（６月２９日） 

点      鐘：宮内 龍雄会長 

ロータリーソング：手に手つないで 

ビジター紹介： 

元米山奨学生 金 ユリ様 

米山奨学生  金 秀斌様 

 

 

 

皆さんこんにちは。私の会長職として最後の

会長挨拶になります。 

先週末イギリスで EU（欧州連合）からの離

脱の是非を問う国民投票が行われ、離脱支持

52%、残留支持 48%の結果でイギリスの EU 離

脱が確実となりました。 

1958 年、欧州経済共同体（EEC）が発足し、後

に単一市場を目的とした欧州単一通貨ユーロの

導入により 1999 年に EU の歴史が始まりまし

た。現在 28 か国が加盟しています。二度の大戦

を経て、言語や習慣、経済状況が違う多くの国

が、不戦の誓いをして、国境をなくし、関税を

撤廃し一つの国家の様になるという、人類史上

初めての壮大な実験をして来たと思います。今

まで私たちは、ベルリンの壁の崩壊、リーマン

ショックや、9.11 同時テロなど、様々な歴史的

な出来事を目の当たりにしてきました。このイ

ギリスの EU 離脱も世界にとって大きな歴史の

変換点になると思います。しかも僅か 4%の差で

この重要な事案が決定されたことについても問

題であると思います。民主主義の恐ろしさを感

じます。今、世界各地で紛争や、テロ事件が多

発しています。なぜ多くの人が殺され、人々が

国を追われ難民になってしまうのかを考えてみ

ると、私たちの心の中にある「寛容」と言う気

持ちが失われつつあるのではないかと思います。

自分たちの生活環境や経済格差を他人の所為に

して、暴動や無差別なテロに走ってしまうので

す。他人を理解し、許容する「寛容」こそが、

諸問題を解決する糸口になると思います。次年

度、佐藤直子職業奉仕委員長の発案により、来

週から毎例会で「四つのテスト」を唱和するこ

とになりました。「四つのテスト」の中には「寛

容」精神が溢れています。これで最後の会長挨

拶をおわります。この一年皆様の私の拙い「会

長挨拶」に対しご寛容を頂き、深く感謝を申し

上げます。 

会長を囲んで元米山奨学生金ユリさん・米山奨学生金秀斌君 

会 長 挨 拶 
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１）白濱龍興会員・栢尾茂会員退会承認の件 

…承認 

 

 

【週報拝受】八日市場 RC  

1. 年度末の月次報告と写真送付先について 

2. 茂原 RC 黒田實ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ訃報 

3. 熊本地震への義捐金の御礼と送金のお知らせ 

…ガバナー事務所 

4. 財団室 NEWS7月号 

5. 16-17年度地区ホームページ開設等ご案内 

…ガバナーエレクト事務所 

6. 第 39回ＲＹＬＡセミナーレポート拝受 

…地区ＲＹＬＡ委員会 

7. 2016ＣＯＭ杯英語・日本語ｽﾋﾟｰﾁ大会後援の 

お願い     …ＮＰＯ法人ＢｅＣＯＭ 

8. 第６６回社会を明るくする運動実施要綱 

…銚子地区保護司会 

【例会変更】 

旭 RC 

７月２２日(金)夜間例会 点鐘６時３０分 

  ２９日(金)定款第６条第１節（C）により休会 

 

 

◆誕生日おめでとうございます 

猿田正城会員(6 月 27 日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆大ニコニコ 宮内龍雄会長 

本年度皆様のおかげをもちまして無事会長職を

終わることが出来ました。心より感謝致します。 

☆大ニコニコ 佐藤直子幹事 

本日まで幹事という役職を無事に果たせてきま

したのも皆様方の温かい見守りがあってこそと、

今改めて実感しております。一年間本当に有難

うございました。次年度からは、また新たな空

へ自由に飛び立ちます（笑）！ 

☆高橋宏資会員 

一年間米山にたいしましてご理解ご協力ありが

とうございました。 

☆上総泰茂会員 

皆様の御協力により 1年間会報をお届け出来ま

した。ありがとうございました。 

☆阿天坊俊明会員 

7月 10日より夏の甲子園大会千葉大会が開催さ

れます。銚子商業は 13日より出場しますので応

援よろしくお願いします。 

 

 

＝会長退任挨拶＝    宮内 龍雄会長 
 

任期前、粗忽者の私が会

長になったら、銚子ロータ

リークラブ始まって以来

の大失態をしでかし、大笑

い者になってしまうので

はないかと戦々恐々でし

た。 

先日も、タクシーを呼んで駅へ向かう途中、右

と左で違う靴を履いていました。急遽 U ターン

をしてもらい、何とか電車に間に合いましたが、

其のまま気付づかず新幹線に乗っていたらと、

思うと冷や汗ものでした。幸い、佐藤直子幹事

のきつい引き締めのおかげで、銚子 RC の歴史

に残るような大失敗をせずに済みました。 

昨年 7 月 2015~2016 年度 RI 会長 K．R．ラビ

ンドラン会長の「Be a Gift to the world」

世界へのプレゼントになろうをテーマに我が年

度は 44 名の会員とともに出港しました。本年は

異例の 2 回の IM が行われました。櫻木ガバナ

ー臨席のもと早くも７月 26 日に第 7 分区

intercity meeting が本会議所１階大ホールにて

挙行されました。内容的には櫻木ガバナーの所

信表明と活動方針「原点を知り、考える」につ

いての勉強会の様なものでした。           

7 月には継続事業の交換留学生の飯田加奈さん

がカナダより、１年間の滞在を終え着銚しまし

た。また銚子留学中のアンドリュー．スコット．

ディビィー君も 8 月の末に帰国しました。ホス

トファミリーの山田様ご家族と丸山会員のお母

さま、飯田加奈さんのご家族で成田まで見送り

に行く途中に、カウンセラーの高瀬会員が新勝

寺門前の名物のうな重をご馳走してくれました。

また空港でアンドリューくんとホストファミリ

ーとの別れの場面は皆の涙を誘い、強く印象に

残っています。櫻井公恵親睦委員会委員長は公

私とも多忙な中、委員会をよくまとめ、ロータ

リーの根本をなす親睦活動を多彩な企画やアイ

デアで何れも素晴らしいものとなりました。例

幹 事 報 告 

 

会員の記念日 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

臨時理事会報告 
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会運営の大岩委員長には盛りだくさんのプログ

ラムを用意して頂きました。特に印象に残るの

は、第７分区の八日市場 RC、旭 RC、銚子東

RC の会長をお招きして、卓話をしていただい

たことが同じ立場の会長として、大変有意義で

あったと思います。１月に行われた東 RC との

合同例会は銚子 RC が担当であり、佐藤幹事の

肝いりで、講師に京都より二宮金次郎翁のご子

孫である中桐 万里子様をお招きし、大変好評

を博しました。余興で親睦委員会と有志による

「すぐわかる二宮金次郎」が上演され皆様より、

拍手、喝采を頂きました。 

石毛 充国際奉仕委員長は、継続中のフィリピ

ンダバオの盲学校の支援を引き継ぎ、サウスダ

バオ RC と協力し、昨年同様のチャリティーコ

ンサートを企画、開催し、大成功裏に終了する

ことが出来ました。また当クラブより髙木国際

奉仕副委員長をはじめ 8 名の同行者あり、皆で

心を合わせて作業できたことをうれしく思いま

した。蛇足ではありますが、盲学校の音楽隊が

色々なイベントに招かれ、イベントの開催者よ

り多少の金品を得られる様になったと聞きまし

た。これは私たちが最も望んでいたことで、音

楽を通じて障害者に「希望と生活の糧を得られ

る様に」が目標でした。このことから次年度は

ダバオ盲学校の支援を休止し、新国際奉仕委員

会に更なる活動を期待しています。先週にはサ

ウスダバオ RC との友好クラブの締結書が届き、

半年の期間がかかりましたが、本年度の事業と

して完結することが出来ました。石毛国際奉仕

委員長の大活躍に改めてお礼を申し上げます。 

各理事に置かれましては、不出来な私をよく支

えて頂きました。 

あるとき、私の失態で迷惑をおかけして、進退

を口にしたときある理事が「会長、私たちはあ

んたの指名で理事をしている。あんたが辞めた

ら我々はどうなるのだ。我々は会長を守り、助

ける為にいるのだ。そこをよく考えろ」と言わ

れ、ロータリーの奥の深さを思い知らされまし

た。会計の金子会員に色々な行事の予算措置を

ご相談し、いつも明快な回答を頂きました。予

算は使うためのものであり、引き継ぐものでは

ない、事業を成功させるためには大いにお金を

使え、それが皆様より会費を集め、社会への恩

返しなる。まさに「奉仕の理想」であります。 

丸山 SAA、小林副 SAA は二人協力し、助け

合い本当にいい仕事をしていただきました。本

当に感謝を申し上げます。  

昨年12月1には植田 正義会員がご逝去され、

ロータリアンとしてこれからというときに非常

に残念な思いであります。 

本年度は多くの会員が仕事の都合や転勤、体

調不良などの理由でクラブを後にしました。新

しい会員を勧誘すべく金島会員増強委員長と伝

手を求めていろいろな方と面会し、入会を勧め

てきましたが結果的には皆様にいい報告が出来

ませんでした。しかし次年度に向け、種まきは

十分にして来てきたと確信しています。次年度

櫻井委員長にバトンタッチして、私たちもおお

いにバックアップしていきたいと思います。 

また、絶えず私のことを気にかけ心配してく

れた高橋先生、例会前に一発気合を入れてくれ

た遠山会員に改めてお礼を申し上げます。 

最後になんといっても、佐藤直子幹事にはお

世話なりました。陰になり、日になり、時には

怖い母のような存在であり、時には優しい妹の

ように叱咤激励してくれました。本当に頭の聡

明な人です。この場をお借りして深く感謝を申

し上げたいと思います。本当に有難うございま

した。 

まだまだお名前を挙げて、お礼を申し上げなく

てならない方がたくさんいらっしゃいますが、

時間が有りません。この有意義で素敵な一年を

与えてくれた、すべての皆様に改めて御礼を申

し上げます。 

島田洋二郎会長の 16~17年度のご成功を祈念し

て、私の会長退任挨拶を終わりにします。 

 

＝幹事退任挨拶＝    佐藤 直子幹事 

 
皆さま、こんにちは。

先週辺りから、肩の力が

抜けて、心なしか頬も緩

んで参りました。本来な

ら、本日の退任の挨拶を

終えてから、そうである

べきところですが、それ

程、幹事という役職を拝命してから、自分では

気づいていなかったようでも、ある種の緊張感

が支配していたのだと思います。 

 本年度、宮内会長の下、幹事という非常に重

要なお役を頂いておりましたが、新年度が始ま

って以来、幹事としての実務的な知識や認識の

不足を思い知らされ、今さらなのですが、幾度

となく、私は幹事には向いていないとさえ思う

ことが多々あったように思います。会長にはお

んぶに抱っこ状態で多大なるご負担をお掛けし

たように思い反省然りですが、時すでに遅しで

すね。 
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そんな中でも、クラブの運営そのものを勉強

させて頂いたことは、本当に貴重な経験で、今

後のクラブの活動に大いに役立てていきたいと

思います。 

 クラブには其々の役職があり、その役職をや

り抜くことで、新たな気づきや発見があります。

また、クラブの諸先輩方に色々な助言を頂きな

がら少しは成長出来たように思います。次年度

は銚子ロータリークラブも創立６０周年を迎え

ますが、益々この銚子ＲＣが地域に信頼の輪を

拡げ、発展していくことを願うと共にともに、

会員の皆さま方のご健勝を心よりお祈りし、退

任の挨拶とさせて頂きます。一年間支えて下さ

いまして、本当に有難うございました。 

 

 

 

 

6月 29日(水)18時 30分～茂利戸家 

 

 
乾杯のご発声は 

青野秀樹パスト会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮内龍雄会長・佐藤直子幹事お疲れ様でした 

 

 

 

 

 

 

 

 

木曽新会員   永澤新会員 

 

 
中締めは 

猿田正城 06-07 年度 

ガバナー補佐 

 

 

 

 

 

【出席報告】(金子芳則例会運営委員) 

会員総数４１名 

出席計算３９名 出席２６名  

欠席１３名  出席率 66.67％ 

欠席：青野君・伊東君・栢尾君 

越川君・宮﨑君・坂本君・櫻井(公)

君・白濱君杉山君・富永君・遠山君 

高橋宏明君・永澤君 

 

【Ｍ Ｕ】 

6/28：銚子東 RC 宮内(龍)君・佐藤君・大里君 

 

【ニコニコ】 

 

四つのテスト 

  言行はこれに照らしてから 

  １．真実か どうか 

  ２．みんなに公平か 

  ３．好意と友情を深めるか 

  ４.みんなのためになるか どうか 

ニコニコ BOX ￥ 33,000 計 ￥ 607,713 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥  62,248 

米山 BOX ￥  4,310 計 ￥  63,616 

希望の風 ￥ ―    計 ￥ 325,700 

次週のプログラム（７月１３日） 

「五大奉仕委員長就任挨拶」 

松本恭一 クラブ奉仕委員長 

佐藤直子 職業奉仕委員長 

金島 弘 社会奉仕委員長 

髙木浩一 国際奉仕委員長 

田中英子 青少年奉仕委員長 

青野秀樹 60周年記念実行委員長 

お弁当： 大新(幕の内) 

                

お弁当：入船（幕の内） 

 

 

 

 

 

 

会長幹事慰労会・次年度会長幹事激励会 

木曽会員・永澤会員歓迎会 

 


