
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２９０７号（２０１６年７月１３日発行） 

 

    

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 島 田 洋二郎 

副会長 松 本 恭 一 

幹 事 石 毛   充 

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   

2016～2017年度 ＲＩテーマ 

人類に奉仕するロータリー 

ROTARY SERVING HUMANITY  

2016〜2017ＲＩ会長 ジョンF.ジャーム 

 

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 青木貞雄 (成田コスモポリタンＲＣ)  

広報・会報委員会 委員長 信太 秀紀 

委  員 金子 芳則  

 
 

、兒玉 英子  

今週のプログラム 

 

「五大奉仕委員長就任挨拶」 

 

クラブ奉仕委員会 松本 恭一委員長 

職業奉仕委員会  佐藤 直子委員長 

社会奉仕委員会  金島  弘委員長 

国際奉仕委員会  髙木 浩一委員長 

青少年奉仕委員会 田中 英子委員長 

 

 

前回例会報告（７月６日） 

点      鐘：島田 洋二郎会長 

国歌斉唱：君が代 

ロータリーソング：奉仕の理想 

ビジター紹介： 

銚子東ＲＣ会長 釜谷 藤男様 

     幹事 中川  進様 

米山奨学生   金  秀斌様 

会長挨拶 
いよいよ新年度が始まりま

した。力不足ではございますが、

一年間、会長職を務めさせて頂

きますので、よろしくお願い致

します。 

 本日は銚子東ロータリーク

ラブの釜谷会長、そして中川幹

事がお見えになっております。

後程ご挨拶をお願い致します。 

 さて、今日の例会より、そのセレモニーの中で、

ロータリーソングに続いて「四つのテスト」の唱

和を行うことになりました。ロータリーがその形

を変える中、銚子ロータリークラブとしてロータ

リーの基本を改めて確認したいという、佐藤直子

職業奉仕委員長の活動計画を表わしたものです。 

 私は、これまでの立場上、地区内複数のクラブ

例会へ伺ってきましたが、「四つのテスト」の唱

和を毎例会行っていたのが茂原ロータリークラ

ブです。会員数は 6 月末時点で 65 名、2790 地区

でも上位の会員数を誇るクラブですが、その活動

内容も素晴らしいクラブだと感じてきました。ま

た、創立は 1957 年 3 月 24 日、私どものクラブの

一日後です。お互い 60 周年の年ということにな

りますので、機会を見て例会へ伺わせて頂く予定

でおります。 

 今お話ししたとおり、銚子ロータリークラブは

60 周年を迎えることになります。青野実行委員長

のもと、実行委員会も動き出し、毎月第 1 例会の

後、実行委員会委員長会議を開くことになってい

ます。また、8 月の第 4 例会では、会員皆様に大

まかな内容等、その中でお示しできると思います。 

通常のクラブ事業、行事に加えて、60 周年という

新たなご負担を、皆様にはお掛けすることになり

ますが、ご協力をお願い致しまして会長挨拶とさ

せて頂きます。 

 

 

 

 

 

新旧会長幹事バッジ交換 
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理 事 会 報 告第 1 回理事会 

１） 委員会構成の件        …承認 

２） R財団寄付の件         …承認 

３） 例会日程の件          …承認 

４） 会費、各種負担金の件      …承認 

５） 取引先金融機関の件        …承認 

６） 誕生祝い品の件        …承認 

７） 交際費等の件          …承認 

８） 同好会、青少年団体補助金の件 

                       …承認 

９） メーキャップ等の取り扱いの件…承認 

10） 関東近県野球大会の件      …承認 

11） 東 RCとの役割分担の件      …承認 

12） クラブ活動計画書作成の件    …承認 

13） ガバナー補佐訪問クラブ協議会の件 

…承認 10月 5日(水) 

14） ガバナー公式訪問クラブ協議会の件 

…承認 10月 19日（水） 

15)千葉科学大学留学生交流会決算案の件  

…承認 

16） 7月 8月 9月プログラムの件 …承認 

17） 英語日本語スピーチ大会後援の件 

…承認 例会場外で募金 

18)  60周年記念式典の件      …承認  

19） 地区出向者交通費の件        …承認 

20) 合唱同好会メークアップの件 

…継続審議 

 

幹 事 報 告 

【週報拝受】鹿島臨海 RC、銚子東 RC、波崎 RC 

1. ガバナー事務所閉鎖のご案内と御礼 

…直前ガバナー事務所 

2. 地区大会記念ゴルフのご案内 

3. 地区大会のご案内 

4. 青少年交換留学生募集のご案内 

5. 2016 年 7 月のレート変更のお知らせ 

1 ドル＝106 円→102 円に変更 

6. 委嘱状他郵送のご案内 

7. 合同セミナー開催のご案内 

8. 地区補助金決定通知書 

9. ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ委員会行事のお知らせ 

10. 地区大会記念ゴルフ WEB 登録サイト 

11. 米山記念奨学会 2016 年度上期普通寄付金の

お願い 

…以上、ガバナー事務所 

12. 世話クラブ補助費送金のご案内 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

 

13. 平成 28年度夏の交通安全運動実施要綱 

…銚子市交通安全都市推進協議会 

【例会変更】 

成田空港南 RC 

7月 28日(木)休会（18日海の日） 

波崎 RC 

7月 14日(木)→13日(水)点鐘 18時 30分 

ニュー鹿南 会長幹事慰労会の為 

銚子東 RC 

7月 19日(火)→20日（水）点鐘 12時 30分  

銚子商工会館５階 銚子 RCとの合同例会の為 

（１９日は振替休会） 

八日市場 RC 

７月 19日(火)→17日(日）飯高寺参道清掃 

26日(火)家族移動例会（親睦会） 

成田ビューホテル 匝瑳市出発１７時半 

 

会員の記念日 
☆誕生日おめでとうございます  

髙木 浩一会員(7 月 3 日) 

 

 

 

 

 

 

 

☆入会記念日 

小林 昭弘会員(7 月 2 日) 

☆創業記念日 

阿天坊俊明会員(7 月１日) 

 

ニコニコＢＯＸ 

✧銚子東 RC釜谷藤男会長・中川進幹事 

一年間お世話にな

ります。よろしくお

願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

✧大ニコニコ 島田洋二郎会長・石毛充幹事 

一年間宜しくお願い致します。 

 

 

✧高瀬幸雄会員 

出席率を計算する業務に就任しました。出席率向

上に御協力をお願い申し上げます。 
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＝会長就任挨拶＝   島田 洋二郎会長 

みなさん、あらためまし

て、一年間、よろしくお願

い致します。 

今日は、自分がロータリ

ーに入会した年に、初めて

聞いた「ロータリーの木」

について触れさせて頂きな

がら、お話をさせて頂きた

いと思います。 

自分は、2007年の 1月に、銚子ロータリークラ

ブへ入会させて頂きました。現在 10 年目に入っ

ているところです。その時は、ロータリーは 4大

奉仕の時でしたが、その後、社会奉仕から、新世

代が分かれて、青少年奉仕と名前を変えて、5 大

奉仕となりました。その後、大きくその組織を変

えたのはご承知のとおりです。 

入会して、1 年目の時に、新入会員オリエンテ

ーションが複数回ありましたが、ロータリーとは

どういうものか、漠然と理解が出来たのが「ロー

タリーの木」の話でした。但し、職業奉仕につい

ての理解は未熟だったと思います。 

親睦という土壌、ロータリーで言う親睦は、楽

しく遊ぶことではなくて、皆さんで顔を合わせて、

仕事のことや、社会のこと、ロータリーについて

も話し合うこと、会員としての一体感、連携のよ

うな意味だと思いますが、例会へ出席することも

親睦の大切な要素です。その親睦という土壌から、

職業奉仕という幹が生まれる。これはロータリー

の基本的理念のことです。その太い幹から、枝が

分かれ、葉が茂り、やがて社会奉仕、国際奉仕の

実が結実する、というお話だったと思います。 

それから 10 年が過ぎて、現在のロータリーの

組織は、ガラッと変わりました。2013年版の手続

要覧には、ＲＩの推奨委員会として、すでに 5大

奉仕の名前は無くなり、奉仕プロジェクト委員会

としてまとめられています。 

地区の組織も、本年度は、クラブ奉仕は別とし

て、他の 4大奉仕は全て奉仕プロジェクトにまと

められることになりました。すなわち、これまで

の「ロータリーの木」はその形を残してはいない

ということです。 

今は、ロータリーという土壌から、直接、社会

奉仕、国際奉仕、青少年奉仕という木が、ロータ

リー財団の「未来の夢計画」の推進によって、各

クラブが、地区補助金、グローバル補助金を利用

することで、林のようにどんどん生えてきている

ように見えます。 

それでは、職業奉仕の木はどこに生えているの

でしょうか・・・。心配しないでください。職業

奉仕は、太い幹ではなく、社会奉仕、国際奉仕、

青少年奉仕、またほかのロータリー活動の大切な

肥料、栄養となっていると、自分自身では理解を

しています。 

組織は、その環境に合わせて、より良い方向に

変わって行く事はその通りだと思いますし、ロー

タリーもそうであってほしいと思っています。 

ただ、組織を変えるという目的で、その本質を見

失ってしまっては「元も子も有りません」。 

職業奉仕は、ロータリーの金看板、と言われ続

けてきました。自分としては、金というより、い

ぶし銀のようなものだと感じています。地道に、

実直に継続していく、仕事に、社会に、自分自身

に丁寧に種をまき、栄養を与え続けることだと思

っています。 

 

＝幹事就任挨拶＝   石毛  充幹事 

今年度幹事という大役を

仰せつかりました石毛 充

でございます。 

私のような若輩者に幹事が

務まるのかどうかとても不

安です。それも、銚子ロー

タリークラブの伝統と品格

を守りつつ…。 

島田さんからお話をいただき、迷いに迷って妻

に相談してみると、「島田さんと一緒なんだから、

とても光栄なことでしょう。あなたならできると

思う」と励まされ、決心いたしました。至らぬ点

も多々あるかと存じますが、どうぞよろしくお願

い申し上げます。 

 また、今年度は銚子ロータリークラブ創立６０

周年という節目の年です。来年３月には式典も控

えておりますので、力の及ぶ限り頑張ります。 

 今年度島田洋二郎会長の活動計画には「新たな

一歩」というスローガンが示されております。私

も新たな一歩を力強く踏み出し、自分自身も成長

したいと心より望んでおります。 

最後に、微力ではありますが島田洋二郎会長を

精一杯支え、皆様にご指導いただき、全力で１年

間務めさせていただく所存でございます。よろし

くお願いいたします。 

＝ご挨拶＝       小林昭弘 SAA 

今年度、SAA を担当させて頂き

ます小林です。本来なら就任挨拶

は会長、幹事だけなのですが、島

田会長のお心づかいにより、恐縮

でございますが、少しだけご挨拶

させていただきます。前年度副

SAA の経験を活かし、新たな気持ちで、伝統ある

銚子ロータリーらしい例会を目指して頑張りま

すので、どうぞみなさん宜しくお願いします。 
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2016-17 年度第一例会 

乾杯のご発声は 
宮内清次会員 
 

 

委 嘱 状 伝 達 
 

髙木浩一会員 

地区国際奉仕委員会 委員長 

 

丸山泰典会員 

地区ﾛｰﾀｰｱｸﾄ小委員会 委員  

 

小林昭弘会員 

地区ﾛｰﾀｰｱｸﾄ小委員会 委員  

 

ポールハリスフェロー表彰 
 

 

 

 

 

 

 

マルチ 1 回目  新 PHF 

佐藤直子会員  髙木浩一会員 

 

奨学金交付 
 

金秀斌君へ島田会長より 7 月分奨学金交付 

されました。 

 

 

委 員 会 報 告 

 

宮内 龍雄クラブ情報委員長 
 

今年度クラブ情報委員会委員長

を拝命致しました宮内で御座いま

す。月に一度、ロータリーの各種情

報や「ロータリーの友」のご紹介を

させて頂きます。宜しくお願い申し

あげます。 

「ロータリーの友 7 月号」では新年度のスタート

と言うことで、ジョン F・ジャーム新 RI 会長の

テーマである「人類に奉仕するロータリー」につ

いてのメッセージやジャーム会長ご本人の生い

立ちや今までのロータリー活動などが記載され

ています。また日本における 35 名のガバナーの

紹介がされています。まだまだ沢山の面白い記事

があります。「ロータリーの友」をじっくり読ん

でロータリー物知り博士になろう＼(◎o◎)／❢ 

千葉科学大学ＲＡＣ主催 花植えのお知らせ 

駅前ロータリーの花植えを下記の通り実施いた

します。ご都合のよろしい方はご参加ください。   

日時：７月１９日(火) 午後５：００ 

ＭＵとなります小雨でも実施い

たします 

 

【出席報告】 

会員総数３９名 

出席計算３６名 

出  席２６名 欠席１０名 出席率 72.22% 

欠  席：青野君・伊東君・越川君・宮内(秀)君 

    大岩君・坂本君・櫻井(公)君・富永君

高橋宏明君・木曽君 

【Ｍ Ｕ】 

7/2 社会を明るくする運動パレード（参加 9 名） 

石毛君・金子君・金島君・越川君・宮内(秀)君 

松本君・杉山君・島田君・髙木君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/5 銚子東ＲＣ 石毛君・島田君 

 

【ニコニコ】 

 

ニコニコ BOX ￥24,000 計 ￥ 24,000 

スモールコイン ￥ 2,301 計 ￥  2,301 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ ―  

希望の風 ￥24,000 計 ￥ 24,000 

次週のプログラム（７月２０日） 

６０周年記念例会 

１２:３０  点   鐘 

１４:００  閉  会 
（通常の例会を延長して行います） 

「ＲＩ会長から見た世界のロータリー」  

２０１２－１３年度 

国際ロータリー会長 田中 作次 様 

（八潮ＲＣ） 

お弁当：高浦（幕の内） 

 

歓 迎 会 １８時～  
会場：あぐり ホテルサンライズ銚子１階  

会費：５，０００円 

 

 

 

 

 

 


