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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 

 

銚子 RC６０周年記念例会  

銚子・銚子東ＲＣ 合同例会 

平成 28年 7月 20日(水) 銚子商工会館５階 

（進行）小林昭弘 ＳＡＡ 

12:30開会点鐘    島田 洋二郎 会長      

国歌：君が代斉唱 

ロータリーソング：「それでこそロータリー」 

「四つのテスト」唱和 

佐藤 直子職業奉仕委員長 

お客様紹介      小林 昭弘 ＳＡＡ 

会長挨拶       島田 洋二郎 会長 

ガバナー補佐挨拶 鈴木 勝彦ガバナー補佐 

幹事報告       石毛   充 幹事 

ニコニコＢＯＸ紹介 

卓話者紹介        

青野秀樹 60周年記念実行委員長 

卓 話 

「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 

質疑応答（３０分） 

謝 辞        島田 洋二郎 会長 

出席報告       両クラブ出席委員長 

14:00閉会点鐘     島田 洋二郎 会長 

 

前回例会報告（７月１３日） 

点      鐘：島田 洋二郎会長 

ロータリーソング：我等の生業 

ビジター紹介： 

第７分区ガバナー補佐 鈴木 勝彦様 

     補佐幹事  小川不二夫様 

NTT東日本 銚子営業支店  

支店長  副島 賢治様 

会長挨拶 
本日は、第７分区ガバナー補佐鈴木勝彦様、そし

て分区幹事の小川不二夫様が就任のご挨拶にいら

っしゃっております。鈴木様の奥様は、銚子ロータリ

ークラブの会員でいらした、室井治郎八様のお嬢様

です。また小川様とは織田ガバナー年度に地区幹事

として一緒に務めさせて頂いた経験がございます。ガ

バナー補佐がお見えの中、誠に恐縮ですが、ガバナ

ー補佐制度について少しお話をさせて頂きます。 

 ガバナー補佐制度ができたのは2002年です。国際

ロータリーは21世紀を迎える前に地区組織プラン、ク

ラブプランの充実、改革のために試験的なプログラム

を行ない、ＤＬＰ＝地区リーダーシッププランとして採

用することとしました。その中で公式な役職として「研

修リーダー」と「ガバナー補佐制度」を採用することと

なった結果です。 

以前はＲＩの公式な役職ではありませんが、分区代

理がガバナー補佐に代わるものとして、地区と分区

の橋渡しの役目をしていましたが、ガバナー補佐は、

国際ロータリーの方針に沿って、地区ガバナーが打

ち出した活動方針、活動計画を分区に正確に伝える

という立場にあります。すなわち、よりトップダウン的な

役職ということです。 

2790地区は現在 13分区に分かれ、第 3分区 
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(千葉周辺)がA・Bに分かれていますので、14名のガ

バナー補佐によって、青木ガバナーのもと、ガバナ

ー補佐会議、及びガバナー補佐・地区委員長連絡

会議の中で地区の運営についての話し合いが行わ

れています。 

前にもお話をさせて頂きましたが、地区は現在、分区

の区割りの見直し、ガバナー事務所の固定化など、

システム上の様々な課題を検討中です。鈴木ガバナ

ー補佐におかれましては、大変なときに大役を務め

られることとなりましたが、お体をご自愛頂き、ご活躍

をお祈り申し上げます。 

臨時理事会報告 

１） 副島新入候補者の件        …承認 

２） 事務局プリンターの件        …承認 

幹 事 報 告 

【活動計画書拝受】舘山 RC 

1. 上期地区関係負担金送金とご報告のお願い 

2. 2016 年規定審議会の決定報告書と補足資料の

ご案内 

3. ガバナー公式訪問につきましての事前調査 

4. 第 50回インターアクト年次大会のご案内 

5. クラブ米山委員長セミナー開催のご案内 

6. 第 15回ロータリー全国囲碁大会のご案内 

…以上、ガバナー事務所 

7. ハイライトよねやま１９６ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

8. 社会を明るくする運動パレード御礼状 

…銚子区保護司会 

9. 平成 27年度事業報告 

…銚子市・クーズベイ市姉妹都市友好委員会 

【例会変更】 

波崎 RC 

7月 21日(木) 6 クラブゴルフコンペ  

銚子ゴルフクラブ 点鐘 15時 

千葉科学大学 RAC7月例会日のお知らせ 

7月 14日(木)・21日(木) 点鐘 18時半 

 

会員の記念日 
☆誕生日おめでとうございます  

大里 忠弘会員(7 月 13 日) 

 

 

 

 

 

 

 

☆入会記念日 

松本恭一会員(7 月 4 日) 

高瀬幸雄会員(7 月 6 日) 

杉山俊明会員(7 月 7 日) 

坂本尚史会員(7 月 7 日) 

堀米秀和会員(7 月 8 日) 

富永泰夏会員(7 月 9 日) 

越川信一会員(7 月 11 日) 

☆創業記念日 

伊東正博会員(7 月 7 日) 

 

ニコニコＢＯＸ 

✧第 7分区ガバナー補佐 鈴木勝彦様 

✧松本恭一クラブ奉仕委員長 

一年間よろしくお願いします。 

✧佐藤直子職業奉仕委員長 

本年度、職業奉仕委員長を務めさせて頂きます。自

身も楽しく職業奉仕に徹していきたいと思います。宜

しくお願い致します。 

✧髙木浩一国際奉仕委員長 

本年度国際奉仕委員長を務めさせていただきます。

また地区に於いても奉仕プロジェクト委員会・国際奉

仕委員長を務めさせていただきます。よろしくお願い

します。 

✧木曽功会員・永澤信会員 

先日は歓迎会を開催いただきありがとうございました。

今後、どうぞよろしくお願いします。 

 

＝ガバナー補佐就任にあたって＝ 

第 7分区ガバナー補佐 鈴木勝彦様 

皆さんこんにちは。島田年度の

新年度にあたりご挨拶に訪問させ

ていただきました。改めまして、

2016～17年、青木ガバナーのもと、

第 7分区のガバナー補佐を務めさ

せていただくことになりました八日

市場 RCの鈴木勝彦でございます。よろしくお願い申

し上げます。 会社は山喜工業有限会社、職業分類

は瓦工事です。ロータリーは平成元年 6 月の人会で、

満 27 年が経過いたしました。平成 10 年～11 年、八

日市場では梅原一郎さんが会長の時の幹事で、銚

子クラブでは加瀬貞治先生が分区代理、今は亡き三

枝先生が会長、岩瀬雅俊さんが幹事でご一緒させて

いただきました。又、平成 12 年～18 年、八日市場の

井橋力先生が分区代理を務めました時の幹事を拝

命いたしました。その時の会長がのちの平成 22 年～

23 年ガバナーでありました今は亡き織田吉郎さん、

幹事が青野秀樹さんでした。今になってみますとた

いへんな勉強をさせていただいたなとの思いです。

更に、平成19年～20年、銚子クラブの桜井喜一郎さ

んが会長、宮内榮さんが幹事の年度に、八日市場

RCの会長を務めさせていただきました。 

昨年 6月、銚子東クラブの黒田幸一さんより次のガ

バナー補佐としての推薦状をいただき、昨年 7 月 IM
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に始まり、9 月 26 日(土)の第 1 回ガバナー補佐会議

から今年の 6 月まで 7 回の会議を経て、さらに、3 回

の会長・幹事会にて一年の行事計画を確認しながら

今日を迎えております。「段取り 8 分」のことわざもご

ざいますが、今までの会議を通じて、第 2790 地区の

いろいろな問題もわかってまいりました。会員減少問

題をかかえるクラブが全体 84 クラブある中で約半数

あります。その点第 7分区の 4クラブは特別な悲壮感

は無く、会員同士の親しみのあるロータリー活動が展

開できるものと確信しております。 

島田年度のスタートにあたり、銚子クラブの益々の

御繁栄と会員皆さまの御健勝を祈り上げまして、就任

の挨拶といたします。なお、ガバナー補佐が関係す

る行事は以下の通りです。  

ガバナー補佐訪間・クラブ協議会  

2016年 10月 5日(水 ) 

ガバナー公式訪問 

 2016年 10月 18日(火)昼     

旭RC・八日市場RC合同匝瑳市民ふれあいセンター 

2016年 10月 19日(水)昼     

 銚子 RC・銚子東 RC合同銚子商工会議所 

ロータリー情報研修会 

2016年 11月 26日(土)13:00～17:00 

匝瑳市立八日市場公民館 3階大ホール 

 I・M   

 2017年 2月 19日(日)黄鶴 

講師：国際ロータリー第 2800地区  

パストガバナー(1999～ 2000)藤川享胤氏 (鶴岡RC)  

分区ゴルフ 2017年 5月 25日(木) 小見川東急 CC  

＝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 

 先週の島田会長の挨拶にもあり

ました「ロータリーの木」では、クラ

ブ奉仕がすべてのロータリー活動

の土台になります。土台をしっかり

作るということは、すなわちクラブを

活性化させることです。 

 そこで本年度は活性化の為の重点課題として、毎

週の「例会の充実」に取り組んで参りたいと思います。

例会出席はロータリアンの義務でありますが、同時に

マンネリした内容ですと足が遠のくことも事実です。

卓話の内容は最も重要でありますが、その他真剣な

中でも和やかな雰囲気、きびきびした運営等クラブ

奉仕委員会でできることはすべて行い、例会の充実

を計って参ります。すなわち「出席したくなる例会」作

りが目標です。 

又、クラブの活性化には会員の増強も欠かせませ

ん。これは毎年の課題にもなっていますが、本年度も

委員会だけでなく会長始め全員すべての力で新入

会員の獲得を目指したいと思います。 

６０周年にあたる本年度、銚子クラブが益々活性化し

発展していくよう委員会として努力して参りますので、

皆様のご助言ご協力お願い申し上げます。 

職業奉仕委員会  佐藤 直子委員長 

本年度、職業奉仕委員長を拝命

致しましたが、銚子ＲＣに入会させ

て頂いてからこの４年半の中で、い

つからか最も、と言いますか、最初

に興味を持てたのが、この「職業奉

仕」という言葉とその概念です。 

それは、何の知識も無いまま入会して、何も分から

ずに例会に出席して、オリエンテーションという名のも

とに説明を受けても何だかチンプンカンプンで、しば

らくの間はロータリーという組織に対して、特に納得

のいく根拠の無いまま、ただ所属しているだけ、という

のが正直なところでした。それは新入会員の殆どの

方がそうであろうかと思いますが、そのうちに会の運

営や色んな活動を通して知識が増えていくうちに、そ

れまでの、「一体ここは何をする処なのだろう」という

単純な疑問を持っていたことが却って、このクラブの

組織の役割や活動にも、徐々に興味を見出すことが

出来るようになりました。それが、最初に申し上げまし

た、ロータリー・クラブ発足の根幹でもある「職業奉仕」

という言葉と概念ですが、そこに、ロータリー・クラブの

生まれた背景と、クラブに所属していることの意義が

あり、また理解することが出来るようになったからだと

思います。 

そのきっかけともなったのが、ある時、クラブで頂い

た佐藤千壽先生の「やさしいロータリーのはなし」とい

う冊子を読んだことにより、「あ～、ロータリーに対する

解釈や激論は、時代の変遷と共に色々なされてきた

が、もっと単純に考えて良いんだ」と思えたことです。

それで、ある意味スッキリしました。その中で、千壽先

生はこんなことを言われています。―・＜およそ自由

な私的結社は人間にとってこころの拠りどころである

―そしてロータリーは「職業人のこころの拠りどころ」

である＞・―これを読んだときに、難しい解釈はロー

タリー専門家がいっぱいいるので、個人レベルでは、

もっと単純にその意義を捉えて活動出来ればと思え

ました。どんな組織でも大きくなると段々複雑化し、現

実から離れていくようになりがちですが、ロータリーの

「職業奉仕」はひとつの思想（哲学）であり、アーサ

ー・シェルドンの「最もよく奉仕する者は最も多く報い

られる」というこの言葉が、ロータリーの精神的な骨格

とも言うべきもので、ロータリーに於ける奉仕の理念で

あるならば、他の社交クラブや親睦団体とは違う独自

の発想を持っていることを自負したいと思います。 

さて今年度は、沢山の内外の諸先輩方々から「私

の職業奉仕感」という内容で卓話を頂き、改めて、職

業奉仕という意味を振り返る機会となればと思います。

また、今まで当クラブでは行なっていませんでしたが、

毎回の例会で「四つのテスト」を唱和するということも
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大きな目標としましたが、この「四つのテスト」の「みん

なに公平かどうか」「みんなのためになるかどうか」の、

この「みんな」は、商売上の、または直接の相手のみ

でなく、社会全体の、公益性を持った意味での「みん

な」であるべきで、これを習慣的に唱和することで、自

ら仕事に対しての確認作業を行うことが何より大事な

のではないでしょうか。 

これらのことを通して、新入会員の皆様にも興味を持

って頂けたらと思っています。今年一年、自身も楽し

みながら、そして明るく、職業奉仕委員長を務めさせ

て頂きますので、どうぞ宜しくお願い致します。 

社会奉仕委員会  金島  弘委員長 

地区奉仕プロジェクト委員会は

「元気なクラブを目指して一歩踏み

出そう、奉仕活動へ」を実行出来る

ように地域社会の発展を目指して行

います。創立 60 周年事業に向けた

活動をとり組んでいきますので皆様

のご支援ご協力をよろしくお願い致します。 

国際奉仕委員会  髙木 浩一委員長 

本年度、国際奉仕委員長を務め

させて頂きます髙木です。地区にお

いても、奉仕プロジェクト委員会・国

際奉仕委員長を務めさせて頂きま

す。どうぞよろしくお願い致します。

さて、五大奉仕部門に掲げられた、

「奉仕の第四部門である国際奉仕は、他国の人々と

その文化や慣習、功績、願い、問題に対する認識を

培うことによって、国際理解、親善、平和を推進する」

並びにロータリーの目的の第 4 項目に掲げられた国

際奉仕の理念を充分に理解し、地区奉仕プロジェク

ト委員会の本年度のスローガンである「元気なクラブ

を目指して一歩踏み出そう奉仕活動へ」の下、クラブ

がより一層元気になるよう活動してまいります。 

活動計画 

１.世界理解と平和週間の卓話 

２.創立 60周年事業への協力 

３.銚子市国際交流協会設立への協力 

４.千葉科学大学留学生への支援 

５.Ｒ財団委員会と米山記念奨学会委員会との連携 

６.国際大会（アメリカ・アトランタ）への参加促進 

７．その他 

青少年奉仕委員会 田中 英子委員長 

 本年度、青少年奉仕委員長を拝

命いたしました、田中です。 

 皆様ご存知のとおり、青少年奉仕

委員会の小委員会はRAC委員会の

みとなりましたが、青少年委員会が

行っておりました活動は例年通り行

う予定ですので、会員の皆様、ご協力の程、何卒よろ

しくお願い申し上げます。 

 また、地区では本年度より、「学友委員会」が新設さ

れました。ロータリーファミリーの一員であるロータリー

学友とクラブを結びつけ、末永い関係を築くための支

援をするのが「学友委員会」の役割で、地区内の学

友会の監督にもあたり、学友とのつながりを深め、将

来ロータリークラブに入会してもらうことを視野に入れ

た活動の一環です。地区から具体的な指示あれば、

随時対応していきたいと思っております。 

 本年度は当クラブからロータアクト小委員会の地区

委員として、丸山会員、小林会員が出向し、千葉科

学大学RACから、福留君が地区代表に、米川君が地

区会計になっております。それぞれの活躍を応援し

たいと思っておりますが、ロータアクターの減少が喫

緊の課題のようですので、そのことも含めまして、丸

山RAC委員長を中心にサポートできたらと思っており

ます。 

 私がロータアクターだった頃、当時RAC委員長だっ

た猿田正城会員は、毎回RACの例会に出席なさって

いたように記憶しております。私も青少年奉仕委員長

の任務の一つとして、できるだけRACの例会に出席

したいと思います。 

 会員の皆様、一年間どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 

【出席報告】 

会員総数３９名 

出席計算３７名 

出  席２８名 欠席９名 出席率 75.68% 

欠  席：伊東君・越川君・丸山君・宮崎君・坂本君 

信太君・杉山君・富永君・木曽君 

【Ｍ Ｕ】 

7/10 アクターズミーティング  丸山君 

7/11夏の交通安全運動薄暮時街頭監視(参加 9名) 

石毛君・金子君 

金島君・小林君 

宮内(秀)君 

松本君・大岩君 

大里君・田中君  

 

7/14 RAC例会  丸山君・島田君・田中君 

【ニコニコ】 

ニコニコ BOX ￥30,000 計 ￥ 54,000 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥  2,301 

米山 BOX ￥ 3,300 計 ￥  3,300  

希望の風 ￥ ― 計 ￥ 24,000 

次週のプログラム（７月２７日） 

「新入会員卓話」  

永澤 信会員 

お弁当：ﾌﾗﾝｹッﾄ（洋食） 
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