
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２９０９号（２０１６年７月２７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 

「 新入会員卓話 」 

永 澤  信 会員 

 

 

前回例会報告（７月２０日） 

銚子 RC６０周年記念例会  

銚子・銚子東ＲＣ 合同例会 

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 

 

ビジター紹介： 

2012-13年度  

国際ロータリー会長  田中 作次様(卓話) 

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 

     補佐幹事  鈴木 英人様 

八日市場ＲＣ会 長  江波戸正雄様 

      幹 事  宇之沢文夫様 

旭ＲＣ   会 長  加瀬 善一様 

      幹 事  林  利夫様 

     直前会長  神崎  薫様 

茂原ＲＣ       山内みどり様 

 

 

 

 

会長挨拶 
本日の例会は銚子ロ

ータリークラブ 60周年

記念例会として、銚子

東ロータリークラブと

の合同例会とさせて頂

きました。また、加瀬

会長、江波戸会長はじ

め、旭ロータリークラ

ブ、八日市場ロータリ

ークラブの皆様にもご参加を頂いております。 

そして、茂原ロータリークラブから、山内み

どり様にご出席を頂いております。山内様は 5

年前、山田修平ガバナー年度の地区社会奉仕委

員会でご一緒をさせて頂き、その後も親しくお

付き合いを頂いております。茂原も、銚子 RC

と同じく、本年度が 60 周年ということで、式

典は 4月 8日とお聞きしています。必ず出席を

させて頂きます。 

さて、本日の例会は記念例会として、本当に

素晴らしい方をお迎えすることができました。

今一度ご紹介をさせて頂きます。2012‐13年度

国際ロータリー会長の田中作次様です。 

ご存知の通り、田中様は日本では 3人目の国

際ロータリーの会長です。1920年に東京ロータ

リークラブが出来、その後太平洋戦争がありま

した。1949年に再度東京ロータリークラブとし

て立ち上げられて以来、1968年にその東京ロー

タリークラブから「東ヶ崎 潔 様」(トガサキ・

キヨシ様)が日本で初めてのＲＩ会長となられ

ました。東ヶ崎様はサンフランシスコ生まれで、

進行：小林 SAA 
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東京ロータリークラブが再結成したときのチ

ャーターメンバーです。国際基督教大学の設立

にも寄与された方です。 

お二人目は、大分県、中津ロータリークラブ

の「向笠 廣次 様」(ムカサ・ヒロジ様)です。

今から約 35 年前、1982 年です。向笠様は世界

的にも著名な精神科医でいらっしゃいました。 

田中作次様につきましては、４年前のことで

すから皆さんも覚えていると思いますが、テー

マは「奉仕を通じて平和を」です。田中様のプ

ロフィールは卓話の前に青野 60 周年記念実行

委員長より詳しくご紹介をさせて頂きます。 

銚子ロータリークラブは 1957年 3月 23日に

創立され、同年の 4 月 15 日に国際ロータリー

の承認を頂きました。これまで、小原美樹様、

織田吉郎様と二人のガバナーを排出し、先輩が

たのご努力によって、今日を迎えております。

60 年は確かに大切な節目の年ではありますが、

この 60年を振り返り、65年、70周年に向かい、

「新たな一歩」確かな明日へ向けての土台作り

のための通過点と考えています。 

来年の 3 月 23 日、犬吠埼ホテルで、60 周年

式典を開催することといたしました。分区の皆

様、会員の皆様には新たなご負担をおかけする

ことになりますが、ご協力と、当日のご参加を

加えてお願い申し上げ、会長挨拶とさせて頂き

ます。 

 

幹 事 報 告 

1.会員増強・退会防止委員会ｾﾐﾅｰ開催のご案内 

2.地区大会に向けた表彰者の推薦 WEB登録ｻｲﾄ 

3.申告用領収証の受付開始について 

…以上、ガバナー事務所 

【例会変更】 

鹿島臨海 RC 

7月 15日(金)前年度会長幹事慰労会のため 

鹿島セントラルホテル点鐘 18時半 
 

 

ニコニコＢＯＸ 

✧大ニコニコ 高瀬幸雄会員 

田中作次様ようこそ銚子へ。卓話よろしくお願

いします。又、7月 14日ロータリー合同ゴルフ

コンペで優勝しました。 

✧田中英子青少年奉仕委員長 

本年度、青少年奉仕委員長を務めさせて頂きま

す。先週は卓話に気をとられ、大変失礼致しま

した。遅ればせながら会員の皆様一年間どうぞ

よろしくお願い致します。 

✧髙木浩一会員 

7月 14日に行われた銚子・銚子東ＲＣゴルフコ

ンペで連覇を狙いましたが、惜しくも準優勝で

した。しかし何と同時に行われましたチャンピ

オン大会では優勝することが出来ました。今度

はダブル優勝狙うぞ！ 

✧宮内秀章地域環境保全委員長 

昨日行いました駅前の花植え、沢山のご参加あ

りがとうございました。皆さんも是非、素敵な

ハイビスカスを立ち寄って見て下さい。 

 

＝ご挨拶＝ 

第 7分区ガバナー補佐 鈴木勝彦様 

皆さんこんにちは。先

週に引き続き訪問させて

いただきました。今日は

一会員として元 RI 会長

田中作次様のお話をお聞

きしたく思います。 

7 月 5 日八日市場クラ

ブをスタートに、7 月 8

日旭クラブ、7 月 12 日銚子東クラブ、そして、

7 月 13 日銚子クラブと、4 クラブを訪問して、

会長挨拶の中に一年頑張るぞ！の気概を感じ

ることができました。各クラブ順調なスタート

が切れたと思います。 

先日、5月 29日（日）ソウルでの世界大会開

会式に参列し、スリランカの KR ラビンドラン

会長の挨拶を拝聴し、国際大会のプログラムに

日を通しますと世界大会は正に RI 会長の計画

した一年の事業の発表の場でありました。4 年
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前に RI会長でありました田中作次様の RIテー

マ「Peace through Service 奉仕を通じて平和

を」について本日は意図するところを拝聴した

いと思います。 

ありがとうございました。 

＝卓話者紹介＝ 

６０周年記念事業実行委員会  

青野秀樹委員長 

 
 

2012-13 年度国際ロータリー会長田中 作次様 

略歴 

1939 年（昭和 14 年）新潟県

長岡市で誕生 

1975 年（昭和 41 年）八潮ロ

ータリークラブの創立会員と

してロータリー入会 ㈱ダイ

カ会長、全国家庭紙同業界連

合会会長、八潮商工会副会長を務められました。 

ロータリー歴 

1994-95 年度 地区ガバナー 

2003-05 年度 国際ロータリー理事 

2006-10 年度 ロータリー財団管理委員 

2012-13 年度 国際ロータリー会長 

 テーマ「奉仕を通じて平和を」 

日本人のＲＩ会長としては 30 年ぶりで三人目

になります。 

一人目は 東ｹ崎 潔様（とがさき きよし） 

1968-69 年度 東京ＲＣ 

二人目は 向笠 廣次様（むかさ ひろじ） 

1982-83 年度大分県中津ＲＣです。 

2770 地区ガバナーの時は、バングラデッシュ

に学校を建設する活動に献身すると共に、ロー

タリー平和フェローシップ基金を設立されま

した。 

1963 年に京子夫人と結婚され、夫人とともに

ポール・ハリス・フェロー、恒久基金ベネファ

クター、大口寄付者そしてアーチ・クランフ・

ソサエティーのメンバーとなっています。 

現在は埼玉県八潮市にお住まいで三人のお子

様と 7 人のお孫さんがおられます。 

卓 話 

「銚子ロータリークラブ 

創立 60 周年記念に寄せて」 

２０１２－１３年度 

国際ロータリー会長 田中 作次様 

※卓話については、６０周年記念誌に掲載させ

ていただきます。 

 銚子 RC         東 RC 

高橋・信太会員      藤崎・大内会員 

質疑応答 
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島田会長より萬祝を贈呈 

 

  あぐり 18時～ 

 

 

 

乾杯は猿田正城 

06-07 年度ガバナー補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出席報告】 

会員総数３９名 

出席計算３８名 

出  席３１名 欠席７名 出席率 81.58% 

欠  席：伊東君・越川君・丸山君・坂本君 

杉山君・富永君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】 

7/19駅前花植え（8名） 

石毛君・金島君・小林君・宮内(秀)君・松本君 

大岩君・櫻井(公)君・島田君 

7/21 RAC例会  石毛君・島田君・田中君 

7/26銚子東 RC  伊藤君・石毛君・島田君 

 

【ニコニコ】 

 

ニコニコ BOX ￥17,000 計 ￥ 71,000 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥  2,301 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥  3,300  

希望の風 ￥ ― 計 ￥ 24,000 

次週のプログラム（８月３日） 

「会員増強・拡大月間に因んで」  

地区会員増強・退会防止委員会 

委員長 高橋潤一様（新千葉 RC） 

 

 

お弁当：桔梗屋（幕の内） 

 

 

 

 

 

 

 

歓 迎 会 

田中作次氏を囲んで 

８月例会プログラム 

３日「会員増強・拡大月間に因んで」  

地区会員増強・退会防止委員会 

委員長 高橋潤一様（新千葉 RC） 

 

10日「近年のインターネット犯罪の現状」 

    千葉県警察本部生活安全部 

    サイバー犯罪対策課 星野和彦様 

 

 

17日定款第 6条第 1節（C）により休会 

（お盆の為） 

24日「職業奉仕について」 

    地区職業奉仕委員長 中村俊人様 

 

31日「６０周年記念事業について」 

     青野秀樹 60周年記念実行委員長 

 

 


