
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２９１５号（２０１６年９月１４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 

「私の職業」 

猿田 正城会員 

 

前回例会報告（９月７日） 

点      鐘：島田 洋二郎会長 

国歌君が代斉唱 

ロータリーソング：奉仕の理想 

四つのテスト唱和 

ビジター紹介：なし 

 

会長挨拶 

9月に入りました。暦

上はすでに秋ですが、ま

だまだ残暑が続く毎日

ですので、お体に気を付

けてお過ごし頂ければ

と思います。 

3 日土曜日には千葉

科学大学のガーデンパ

ーティーが開かれましたが、同じ 3日に地区の

委員会行事が 3 件、重複して開催されました。

これまでにはこのようなことは無かったと思

います。 

その一つは「ロータリーデイ」として開催さ

れた、学友会委員会と米山奨学委員会合同のイ

ベントです。「ロータリーデイ」は 3 年前にで

きたと思いますが、ロータリアン以外に一般の

方々からも参加を集い、各種イベント、例えば

今回のバーベキュー大会とか、スポーツ大会、

コンサートや清掃活動などの催しを通じて、ロ

ータリーに対する理解を深めて頂くことを目

的としてはじめられたものです。今回は東京情

報大学を会場にして開催され、銚子ロータリー

クラブからは松本委員長、そして奨学生のキム

君が参加しました。 

もう一つは地区フェローシップ委員会が主

催、六本木「マハラジャ」でのダンスがメイン

の親睦イベントです。昨年も開催されたと思い

ますが、「マハラジャ」といえばバブル絶頂期

に羽根付きのセンスを振り回して踊りまくる

映像をよく目にしましたが、自分には全く縁の

ない世界だったように思います。 

そして 3件目の行事は、千葉の三井ガーデン

ホテルで開催された「会員増強・退会防止セミ

ナー」です。櫻井増強委員長と出席をさせて頂

きましたが、こちらのセミナーへは私以上に

「マハラジャ」には縁がないと思われます青木

小林 SAA 
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ガバナーも出席をされており、第１部が 2012—

13 年度国際ロータリー研修リーダーを務めら

れた塩釜ロータリークラブ・桑原 茂様の講演、

休憩を挟んでのテーブルディスカッションと

いう 2部構成で行われました。クラブによって

置かれている状況が違うことを再確認するこ

とができ、とても有意義なセミナーだったと思

います。最後に総評として、地区研修リーダー

の白鳥パストガバナーが壇上に立たれ、「増強

はもちろん大切ですが、退会防止について皆さ

んはどのように考えますか・・。退会者が出る

ということはそのクラブの責任でもあります。

ロータリーはその理論、組織として唯一哲学を

持った団体です。ロータリーに限らず、規律が

ゆるく親睦ばかりのクラブでは退会者が出る

のは当たり前です。その組織、クラブに入って

自分自身が勉強もでき、向上出来ることがわか

れば退会する人はいないはずです。是非ともこ

のことを大切にして頂きたい」と、10分間、熱

く語られて終了となりました。 

最後になりますが、今月は「ロータリーの友

月間」加えて、ロータリーの 6つの重点項目の

一つでもある「基本的教育と識字率向上月間」

です。月間は 2015 年 7 月 1 日に改訂されまし

たが、それまで 9 月は「青少年のための月間」

で、現在でも 9 月 10 日はゴロ合わせで「アク

トの日」となっています。「ロータリーの友月

間」に代わるものとしては、５月に「雑誌月間」

が有ったと記憶しています。今日はこの月間に

因んでのロータリー情報委員長、宮内直前会長

の卓話です。宮内会員のお話を楽しみに待ちな

がら会長挨拶とさせて頂きます。 

 

理 事 会 報 告第３回理事会 

１）９月１０月１１月プログラムの件 …承認 

２）観月会予算案の件        …承認 

３）クラブ協議会の件        …承認 

４）地区大会予算案の件       …承認 

５）ガバナー補佐クラブ協議会の件  …承認 

６）ガバナー公式訪問の件      …承認 

７）財団 100周年記念シンポジウム協力金の件 

…承認 

８）富津中央ＲＣ50周年の件     …承認 

 

幹 事 報 告 

【活動計画書拝受】旭 RC、銚子東 RC 

【週報拝受】銚子東 RC、波崎 RC、鹿島臨海 RC 

1. ガバナー月信 13号及び合本・直前ガバナー

事務所閉鎖のご案内 

…15-16年度ガバナー事務所 

2. ガバナーエレクト事務所の開設ご案内 

3. 基本的教育と識字率向上月間ﾘｿｰｽのご案内 

4. 地区大会開催へ向けて！お知らせ第 1弾 

5. 多古ロータリー例会の訂正のお願い 

6. 最新定款ダウンロードについて 

…以上、ガバナー事務所 

7. ﾛｰﾀﾘｰの友英語版注文書 

…一般社団法人ロータリーの友事務所 

8. 50周年記念式典・祝賀会のご案内 

…富津中央ＲＣ 

9. 公共イメージ向上のための広報誌 

ROTARYロータリー世界と日本（第 9版） 

…一般社団法人ロータリーの友事務所 

 

【例会変更】 

小見川ＲＣ 

9月 21日(水)25日地区大会に振替休会 

波崎ＲＣ 

9月 22日(木)祝日の為休会 

銚子東ＲＣ 

9月 27日(火)観月会の為 犬吠埼ホテル  

点鐘 18時半 

佐原ＲＣ 

9月 15日(木)観月会夜間例会 吉庭  

点鐘 18時半 

  22日(木) 定款により休会 

  29日(木) 地区大会例会振替により休会 
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会員の記念日 

☆入会記念日 

青野秀樹会員（9 月 6 日） 

☆創業記念日 

宮内清次会員（9 月 1 日） 

田中英子会員（9 月 1 日） 

 

ニコニコＢＯＸ 

✧坂本 尚史会員 

先週末の科大祭には多くの方々にご来場いた

だき有難うございました。 

✧宮内 龍雄会員 

本日ひさしぶりの卓話をさせていただきます。 

 

卓  話 

「ロータリーの友月間に因んで」 

宮内 龍雄クラブ情報委員長 

 皆さん今日は クラブ

情報委員会委員長を拝命

しています宮内でありま

す。今月 9 月は「基本的

教育と識字率向上月間」

でありますが、「ロータリ

ーの友月間」でもあります。この「ロータリー

の友月間」は日本独自の強調月間として去年

2015－2016 年度より新設されたものでありま

す。もう一つ日本独自の強調月間があるのをご

存知ですか、それは「米山月間」であります。 

日本国民の三大義務は「勤労」、「納税」、「子供

に教育を受けさせる」ことで、また三大権利と

は、「生存権」、「教育を受ける権利」、「参政権」

でロータリアンにも三大義務というものが有

ります。「例会の出席」「会費の納入」「ロータ

リー雑誌の購読」が責務とされています。「２

０１３年手続要覧」の「国際ロータリークラブ

細則」第２０条の「機関雑誌」の項では、「各

会員」（すなわち私たち）は会員身分を保持す

る限り、RI の機関雑誌または国際ロータリー

理事会から本クラブに対して承認並びに指定

されている地域的な雑誌（日本では「ロータリ

ーの友」）を購読する義務者と定めています。

ですからこの「ロータリーの友」を読んでいな

いロータリアンは「非国民」ならぬ、「非ロー

タリアン」となってしまう訳であります。この

稿を書くに当たり、色々と調べているとロータ

リーの三大権利も発見しました。以下がそれで

あります。 

(1)ロータリーバッジを付けて、ロータリアンで

あると名乗れること。 

(2)日本中の、また世界のロータリークラブの例

会に出席できること。 

(3)クラブを通じてすばらしい友人や敬愛でき

る人物とめぐり合えること。 

何という素晴らしい権利であることか！（感動

しました。） 

責務や権利とは、ロータリアンがロータリーか

ら何を得るのか、およそロータリーの為に何を

したかにかかっています。会員としての義務規

定の多くは、ロータリー活動に全面的に参加し、

その体験を楽しむことを目的に定められてい

ます。 

日本の公式機関誌「ロータリーの友」は１９５

３年（昭和２８年）１月に創刊されました。創

刊当初は３３００部、６２年後の２０１４年７

月号では約９万５２００部が発行されていま

す。 

「ロータリーの友」の名前は岐阜クラブの遠藤

健三氏の名称が採用されましたが、その由来は

当時の女性雑誌「主婦の友」にあやかって命名

されたと言われていますが、「ビールの友」か

らきているという説もあるそうです。 

幅広い奉仕をするために、自分の所属するクラ

ブばかりでなく、自分のクラブのある地区ばか

りでなく、そして、自分の国ばかりでなく、世

界中のクラブの活動やロータリアンのことを

知らなければなりません。もちろん、世界の各
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地に出かけて、多くのロータリアンに会い、い

ろいろな活動を見るのが一番いいのですが、そ

れは簡単にできることではありません。ロータ

リーの雑誌を通して、幅広く情報を入手し、そ

れを実際の活動に生かして欲しいという願い

で「ロータリーの友」が発行されていることを

理解して熟読すれば、さらに豊かで有意義なロ

ータリーライフを送ることができます。 

ご清聴有難うございました。 

 

委員会報告 

金島 弘社会奉仕委員長 

『創立６０周年記念事業花植え』 

９月２０日(火) 16時～ 

『授 与 式』 

９月２８日(水) 16時～16:30 

場 所：銚子駅前ロータリー 

 

『市民バザール大会協賛品のお願い』 

市民バザールの協賛品（生鮮食品を除く）を、 

9 月 14 日・21 日（水）の例会にご持参いただき

たく、よろしくお願いいたします。 

秋の全国交通安全運動 

『出発式および交通安全キャンペーン』 

日 時：９月２１日（水） 

集 合：１５：５０ 銚子市役所市民プラザ 

出発式：１６：００ 開会 

『 薄 暮 時 街 頭 監 視 』 

日 時：９月３０日(金)  

１６：００～１７：００ 

場 所：銚子大橋交差点 

※（MU対象）ご都合よろしければご参加よろしく

お願い申し上げます。 

 

宮内 龍雄クラブ情報委員長 

ロータリーの友 9 月号 

9 月は「ロータリーの友」の強調月間であります。

そんな訳で今月号は特に気合の入った内容にな

っています。10～12 ページには「ロータリーの

友」自身に関する記事が掲載

されています。13 ページよ

り 10 ページに亘って「RI

指定」記事として、来年アト

ランタで開催される国際大

会のご案内が大きく紹介さ

れております。24 ページには 1951 年日本から二

人目のロータリー国際親善奨学生で国連難民高

等弁務官を務められた、緒方貞子博士をお招きし

て、来る 11 月 27 日に開催される「ロータリー財

団 100 周年記念シンポジウム」の記事が載ってい

ます。開催場所は東京丸の内ですので時間のある

方は参加すると良いと思います。因みにジョン

F・ジャーム RI 会長のご挨拶もあります。 

秋の夜長をビール片手に「ロータリーの友」をつ

まみに虫の音を聞くのも素敵ではないでしょうか。 

【出席報告】 

会員総数４０名 

出席計算３７名 

出  席２６名 欠席１１名 出席率 70.27% 

欠  席：伊東君・木曽君・越川君・宮内(秀)君       

大里君・櫻井(公)君・猿田君・杉山君

田中君・富永君・高橋宏明君 

 

【Ｍ Ｕ】 

9/13 地区ゴルフ（４名）  

丸山君・宮内(龍)君・髙木君・高瀬君 

 

【ニコニコ】 

ニコニコ BOX ￥  7,000 計 ￥ 123,000 

スモールコイン ￥  ― 計 ￥  10,071 

米山 BOX ￥  2,800 計 ￥  11,460  

希望の風 ￥ 26,000 計 ￥  77,100 

次週のプログラム（９月２１日） 

「私の海外勤務と台湾新幹線プロジェクトを

終えて観てきたものは」 

㈱日豊 社長 川村 良三様 

※例会終了後、第 3 回クラブ協議会開催 

 

お弁当：膳（幕の内） 


